～ウィズ
（with）
プラン～
第３次
朝来市男女共同参画プラン

平成 30 年 3 月

朝

来

市

は じ め に
少子高齢化や人口減少社会の到来、情報化と国際
化の進展、ライフスタイルの多様化など社会経済情
勢が大きく変化する中で、だれもが性別にとらわれ
ることなく、互いの人権を尊重しつつ責任を分かち
合い、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の
実現は、わが国社会の最重要課題となっています。
朝来市では、平成２０年３月に「朝来市男女共同参画プラン～ウィズ (with)
プラン～」を、平成２６年３月に「第２次朝来市男女共同参画プラン～ウィズﾞ
(with) プラン～」を策定し、男女共同参画社会の実現をめざしたさまざまな施
策に取り組んでまいりました。
このたび、第２次プランの計画期間満了に伴い、その成果と課題、社会情勢の
変化を踏まえ、男女共同参画の取組を一層推進するため「第３次朝来市男女共同
参画プラン～ウィズﾞ(with) プラン～」を策定しました。
また、第２次プランは「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」に基づく基本計画としても位置づけておりますが、第３次プランではさらに
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく推進計画としても
位置付け、総合的に取り組むこととしています。
今後は本プランに基づき、市民や各種団体、企業等との連携・協働により積極
的に男女共同参画の施策を進めてまいりたいと考えておりますので、皆様の一層
のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
最後に、このプランの策定にあたり、多大なご尽力をいただきました朝来市男
女共同参画プラン検討委員会の皆様をはじめ、ご協力をいただきました多くの皆
様に心から感謝とお礼を申し上げます。

平成３０年３月

ᴾ

ᴾ





◆◇



◇◆ᴾ


第１章 計画の策定にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
１ 計画策定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   
 ２ 計画策定の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   
 ３ 計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
 ４ 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   
  ５ 前期計画の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
 ６ 市民意識の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   


第２章 計画の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
 １ 基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
 ２ 基本目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ３ 施策の体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  


第３章 施策の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
基本目標Ⅰ 共に暮らし、働きやすい環境づくり ・・・・・・・・・・・・ 
基本課題１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 ・・・・・・・・・ 
基本課題２ 女性の能力発揮の促進と環境整備 ・・・・・・・・・・・・ 
基本課題３ 仕事と生活の調和推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
基本目標Ⅱ 共に支え合う地域づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 基本課題４ 地域における男女共同参画の推進 ・・・・・・・・・・・・ 
 基本課題５ 地域ぐるみの家庭支援体制の充実 ・・・・・・・・・・・・ 
基本目標Ⅲ 共に健康で安心して生活できる社会づくり ・・・・・・・・・ 
基本課題６ あらゆる暴力の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
基本課題７ 生涯にわたる健康づくり支援 ・・・・・・・・・・・・・・ 
基本課題８  支援を必要とする人の福祉の充実 ・・・・・・・・・・・・ 
基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり ・・・・・・・・ 
  基本課題９ あらゆる人の人権尊重と共同参画の意識づくり ・・・・・・  
  基本課題 男女共同参画の教育・学習の充実 ・・・・・・・・・・・・  
基本目標Ⅴ 計画の総合的な推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
  基本課題 市の率先した男女共同参画の推進 ・・・・・・・・・・・・  
  基本課題 市民との協働による推進の強化 ・・・・・・・・・・・・・ 
 



 

資料編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   
 １ 計画の策定経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２ 朝来市男女共同参画プラン検討委員会委員名簿 ・・・・・・・・・・・ 
３ 朝来市男女共同参画プラン検討委員会要綱 ・・・・・・・・・・・・・ 
４ 男女共同参画社会基本法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５ 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 ・・・・・・・ 
６ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 ・・・・・・・・・・ 
７ 男女共同参画のあゆみ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
８ 用語の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 




第１章䢢 計画の策定にあたって䢢





‒




１ 計画策定の趣旨
男女共同参画社会は、男女が互いに人権を尊重し、性別にとらわれることなく、その個
性と能力を発揮することができる社会であり、わが国では急速に進行する少子高齢化の中
で、その実現が最重要課題となっています。
本市においては、平成年３月に最初の計画である「朝来市男女共同参画プラン～ウィ
ズ（YKVJ）プラン～」を策定し、平成年３月には、配偶者に対する暴力の問題（ドメ
スティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」といいます。）への対応を含めた「第２次朝来市
男女共同参画プラン～ウィズ（YKVJ）プラン～」を策定しました。
この間、国においては、平成年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（以下、
「女性活躍推進法」といいます。）」が制定され、女性の職業生活における活
躍の必要性が高まっています。また、高齢者や障害者、子どもなど、支援を必要とする人
や家庭の多様なニーズに包括的に対応するため、行政と地域住民、企業、団体等が一体と
なって取り組む「地域共生社会」の実現が求められ、男女が共に知恵を出し合い、協力し
合い、住みよい地域づくりを進めていく必要があります。
この計画は、「第２次朝来市男女共同参画プラン～ウィズ（YKVJ）プラン～」が、平成
年度をもって計画期間を終了することから、国内外の男女共同参画をめぐる動向や、国
の社会情勢の変化、これまでの取組の現状と課題を踏まえて見直しを行い、男女共同参画
に関する施策を総合的、計画的に推進するため策定します。



２ 計画策定の背景
【国の動き】
国においては、平成年６月に「男女共同参画社会基本法」
（以下、
「基本法」といいま
す。）を制定・施行以降、基本法に基づき、平成年には「第２次男女共同参画基本計画」、
平成年には「第３次男女共同参画基本計画」、平成年月には「第４次男女共同参
画基本計画」がそれぞれ閣議決定されました。
この第４次基本計画がめざすべき社会としては、次の４点があげられています。
 ■「第４次基本計画」がめざすべき社会㻌

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活
 力ある社会
②
 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会
③ 男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実し

た職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会
 男女共同参画をわが国における最重要課題として位置づけ、国際的な評価を得られる社会
④
⑤ 地域における身近な男女共同参画の推進
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  また、第４次基本計画において改めて強調している視点は以下のとおりです。














■「第４次基本計画」において改めて強調している視点㻌
① 女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、
男性中心型労働慣行等を変革し、職場・地域・家庭等あらゆる場面における施策を充実
② あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、女性活躍推進法の着実な施行やポジ
ティブ・アクションの実行等による女性採用・登用の推進、加えて将来指導的地位へ成
長していく人材の層を厚くするための取組の推進
③ 困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援等による女性が安心し
て暮らせるための環境整備
④ 東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノ
ウハウを施策に活用
⑤ 女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、女性に対する暴力の根絶に向けた取
組を強化
⑥ 国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、わが国の
存在感及び評価の向上
⑦ 地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開されるための地域における推進体制の強化




【兵庫県の動き】
兵庫県では、国の「男女共同参画社会基本法」を踏まえ、平成年に「ひょうご男女共
同参画プラン」及び前期５か年の実施計画を策定し、平成年には「ひょうご男女共
同参画プラン」の後期５か年の実施計画、平成年３月に「新ひょうご男女共同参画
プラン」を、平成年３月には「ひょうご男女いきいきプラン」を策定してい
ます。
「ひょうご男女いきいきプラン」もその前の計画と同様に、基本理念の代わり
に「めざす社会」を３点掲げ、重点目標を５本の柱として、施策を展開しています。
また、女性活躍推進法の規定に基づく都道府県が策定する「都道府県推進計画」を含ん
だものとなっています。





■「ひょうご男女いきいきプラン 㻞㻜㻞㻜」のめざす社会㻌
１  男女がそれぞれの個性と能力を十分に発揮できる社会
２  男女が互いに支え合える社会
３  誰もが健やかに安心して暮らせる社会









■「プラン 㻞㻜㻞㻜」の重点的課題㻌
１
２
３
４
５

■「プラン 㻞㻜㻞㻜」の重点目標㻌

 すべての女性が活躍できる環境の整備
 仕事と生活の両立の実現
 家庭や地域における「きずな」の強化
 安心して生活できる社会づくりの推進
 次代を担う子どもや若者の育成



１
２
３
４
５
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すべての女性の活躍
仕事と生活の両立支援
互いに支え合う家庭と地域
安心して生活できる環境の整備
次世代への継承
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３ 計画の位置づけ
① この計画は、「基本法」第条第３項に基づく本市の男女共同参画計画であり、平
成年３月に策定した「第２次朝来市男女共同参画プラン～ウィズ（YKVJ）プラン
～」の後継計画と位置づけるものです。






【「男女共同参画社会基本法」第条第３項】
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。


② この計画は、第２次計画に引き続き、
「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、
「ＤＶ防止法」といいます。）第２条の３第３項に基づく市町村基
本計画として位置づけます。






【「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第２条の３第３項】
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。

③ この計画は、
「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく、市町村推進計画として位置
づけます。
 【「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】
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
）を定めるよう努めるものとする。
 いう。
④ この計画は、本市の行政運営の総合的な指針となる「第２次朝来市総合計画後期基
本計画」と同時期に策定しているため、調整を図りながら、また、高齢者、障害者、
子どもの計画や地域福祉計画等他の分野別計画等との整合性に留意するとともに、国
の「第４次男女共同参画基本計画」
（平成年月策定）及び兵庫県の「ひょうご男
女いきいきプラン」
（平成年３月策定）を踏まえています。
⑤ この計画は、男女共同参画社会の実現に向けて、市が取り組むべき方向性を示すと
ともに、市民や各種団体、企業等が、それぞれの役割を自覚し、行動するための指針
となるものです。
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４ 計画の期間
この計画の期間は、平成年度から平成年度までの５年間とします。
また、社会情勢や福祉制度等の変化への対応や他計画との整合を図るため、計画期間中
であっても、随時必要な見直しを行います。




５ 前期計画の取組状況
１  施策・事業評価
本市では、平成年３月に策定した「第２次朝来市男女共同参画プラン～ウィズ
（YKVJ）プラン～」の進捗状況として、毎年度担当課からの自己評価の結果をまとめて
います。また、その結果について「朝来市男女共同参画推進会議」において報告、協議
し、「進捗状況に対する評価意見書」としてまとめています。
新たなプランの策定にあたり、平成年度から年度までの進捗状況評価結果に基
づき、基本目標及び基本課題ごとに、進捗状況評価や課題を整理しました。
進捗度については、担当課による各施策・事
業のＡ・Ｂ・Ｃの３段階評価の結果を、それぞ
れ点数を付け、事業数で割って平均点を出して
評価しました。

■進捗度の評価基準
評価㻌
評価の基準㻌
Ａ㻌 実施できている㻌
Ｂ㻌 実施しているが、不十分㻌
Ｃ㻌 未実施㻌

点数㻌
３点㻌
２点㻌
１点㻌


点数による評価は一つの目安であり、進捗度が高いからといって必ずしも有効な施
策・事業とはいえない場合がありますが、どの分野において評価が低いかなどを目安に
問題点や課題を検討しながら、新たな計画策定にあたり、よりよい施策・事業になるこ
とをめざしました。
なお、評価対象の施策・事業数は、トータルでは各年度となっていましたが、計
画の基本課題・施策の方向の中で、再掲されるものも多く、新たな計画ではこのあたり
の整理も必要と考えました。
基本目標別の進捗状況評価の結果は、次表のとおりです。
■基本目標別達成度評価（平均点数）の推移
平㻌 㻌 成㻌 平㻌 㻌 成㻌 平㻌 㻌 成㻌 平㻌 㻌 成㻌
㻞㻡年度㻌 㻞㻢年度㻌 㻞㻣年度㻌 㻞㻤年度㻌

基本目標㻌
Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画社会への意識づくり

㻞㻚㻢㻌

㻞㻚㻣㻌

㻞㻚㻢㻌

㻞㻚㻥㻌

Ⅱ 共に働きやすい環境づくり

㻞㻚㻞㻌

㻞㻚㻠㻌

㻞㻚㻠㻌

㻞㻚㻟㻌

Ⅲ 共に支え合う家庭・地域づくり

㻞㻚㻠㻌

㻞㻚㻠㻌

㻞㻚㻠㻌

㻞㻚㻡㻌

Ⅳ 共に安心して暮らせるまちづくり

㻞㻚㻢㻌

㻞㻚㻣㻌

㻞㻚㻣㻌

㻞㻚㻤㻌

Ⅴ 計画の総合的な推進

㻞㻚㻝㻌

㻞㻚㻞㻌

㻞㻚㻟㻌

㻞㻚㻟㻌

㻞㻚㻠㻡㻌

㻞㻚㻡㻟㻌

㻞㻚㻡㻡㻌

㻞㻚㻢㻝㻌

全体平均
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基本目標別の評価では、平成年度と年度を比較すると、いずれも評価の平均点
が上昇しています。
また、平成年度でみると、最も平均点の高い分野は「基本目標Ⅰ 人権を尊重した
男女共同参画社会への意識づくり」で点、次いで「基本目標Ⅳ 共に安心して暮ら
せるまちづくり」が点、
「基本目標Ⅲ 共に支え合う家庭・地域づくり」が点、
「基本目標Ⅱ 共に働きやすい環境づくり」及び「基本目標Ⅴ 計画の総合的な推進」
がそれぞれ点で最も低くなっています。
■基本目標別達成度評価（平均点数）の推移（平成年度と年度の比較）



基本目標Ⅰ
㻟㻚㻜
㻞㻚㻥



㻞㻚㻢



㻞㻚㻜


基本目標Ⅴ



㻞㻚㻟



㻝㻚㻜

㻞㻚㻝

基本目標Ⅱ

㻞㻚㻞
㻞㻚㻟

㻜㻚㻜





平成㻞㻡年度



㻞㻚㻤



基本目標Ⅳ

㻞㻚㻠

㻞㻚㻢

㻞㻚㻡

平成㻞㻤年度

基本目標Ⅲ




基本目標ごとの事業評価の結果と、朝来市男女共同参画推進会議による進捗状況に対
する評価意見書にみる課題については、以下のとおりです。
■基本目標ごとの事業評価（平成年度）と評価意見書にみる課題
基本目標㻌

基本課題㻌

Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画社会への意識づくり

平㻌 㻌 成㻌
㻞㻤年度㻌
㻞㻚㻥㻌


１ 男女の人権尊重と共同参画の意識づくり
㻞㻚㻟㻌
        ★
 未実施事業・・・具体的施策①企業・団体・地域における男女平等意識の向上を
図る研修等の充実の「講演会、研修会、出前講座等」 㻌

２ 男女共同参画の教育の充実
㻟㻚㻜㻌

３ 男女共同参画の生涯学習の推進
㻞㻚㻣㻌

４ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
㻞㻚㻡㻌
○市民一人ひとりが自らの社会において、男女共同参画の実現が不可欠の要素であ
ることを再認識する。意識づくりのさらなる徹底のため、効果的な広報や工夫し
評価意見
た啓発活動が求められる。
書からの ○若い世代に対する男女共同参画社会の理解を深め、意識を育む学習の場を設ける
課㻌 㻌 㻌 題㻌
とともに、人権教育の更なる充実に向けた取組が肝要である。
○朝来市にあっては、管理職の女性比率が数値目標にほぼ達していることは評価す
る。今後、維持、継続するためには、計画的な人材確保とその育成が求められる。

－５－

基本目標㻌

基本課題㻌

Ⅱ 共に働きやすい環境づくり

平㻌 㻌 成㻌
㻞㻤年度㻌
㻞㻚㻟㻌





５ 男女の均等な労働条件の確保
㻞㻚㻜㻌
６ 男女のチャレンジ支援
㻞㻚㻠㻌
★未実施事業・・・具体的施策③農業の多様な担い手の育成・確保支援の「認定農
業者の女性の参画促進、定年退職者や若者の農業従事者の育
成・確保」㻌

７ 働きやすい職場環境づくり
㻞㻚㻟㻌

８ 仕事と生活の両立支援
㻞㻚㻡㻌
○病児保育施設の設置など多様な保育サービスの拡充に努め、仕事と子育ての両立
支援を図ること。
○女性が出産、育児後に職場復帰しやすいシステムを構築するため、企業に対し、
評価意見
性別に関係なく、個性と能力を発揮できる職場づくりに取り組むよう働きかける
書からの
こと。
課㻌 㻌 㻌 題㻌
○出産・育児・介護を皆で支える地域社会を構築すべく実行可能な行動計画を立て
ること。また、市は職場復帰しやすい環境やシステムを整備し、支援していく取
組を率先して行うとともに、企業等にも波及されたい。


基本目標㻌

基本課題㻌

Ⅲ 共に支え合う家庭・地域づくり

平㻌 㻌 成㻌
㻞㻤年度㻌
㻞㻚㻡㻌




９ 家庭における男女共同参画の推進
㻞㻚㻤㻌
 地域づくりへの男女共同参加・参画の推進
㻞㻚㻞㻌
○男女共同参画社会の実現に取り組む自治会や地域自治協議会に対して、補助金制
評価意見
度を創設し支援すること。
書からの ○女性の意見を反映させた防災・減災の取組を推進し、地域の防災力の向上を図る
課㻌 㻌 㻌 題㻌
とともに、自治会の役員等、政策・方針決定過程への女性参画を促進するために、
積極的に社会参加しやすい環境づくりと意識改革が求められる。


基本目標㻌

基本課題㻌

Ⅳ 共に安心して暮らせるまちづくり





平㻌 㻌 成㻌
㻞㻤年度㻌
㻞㻚㻤㻌

 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の防止
㻞㻚㻣㻌
 共に安心して暮らせるための健康づくり支援
㻞㻚㻥㻌
 子育て・介護環境の整備、充実
㻟㻚㻜㻌
 高齢者・障害者等福祉の充実
㻞㻚㻣㻌
○ＤＶ相談ダイヤルの設置など、相談支援体制が充実しつつあるが、相談員の資質
の向上、関係機関との連携をなお一層の取組を進めること。
評価意見 ○ＤＶ・ストーカー等の対策として、相談窓口の周知等、市民啓発を推進するとと
書からの
もに、関係機関の連携体制の確立と相談窓口の周知が求められる。
課㻌 㻌 㻌 題㻌 ○ＤＶ対策基本計画に基づき、ＤＶ被害者支援対応マニュアル作成と庁内等ＤＶ対
策連携会議開催を進め、被害者の自立支援に取り組むとともに、相談窓口の充実
を図られたい。
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基本目標㻌

平㻌 㻌 成㻌
㻞㻤年度㻌

基本課題㻌

Ⅴ 計画の総合的な推進

㻞㻚㻟㻌





 市の率先した男女共同参画の推進
㻞㻚㻟㻌
 市民との協働による推進体制の整備、充実
㻞㻚㻠㻌
 男女共同参画社会実現に向けた拠点の充実
㻞㻚㻜㻌
○市役所職員一人ひとりが男女共同参画の意義を十分理解し、各課が連携して事業
評価意見
に取り組むこと。
書からの ○市役所における男女共同参画の取組は事業所のモデルとしての側面もあり、育児
課㻌 㻌 㻌 題㻌
休暇、介護休暇の取得の推進に努めること。特に、男性職員の育児休暇の取得に
ついて、配慮すること。



２  数値目標の達成状況
前期計画の数値目標の平成年（項目により平成年）時点の状況は、以下の通り
です。
平成年時点で、年の目標を既に達成しているのは、指標中２指標で、「高齢
者支援ボランティア登録数」及び「ミニデイサービス実施地区数」となっています。ま
た、「乳幼児健康診査の受診率」も、「３か月児健康診査」は目標を達成し、他の３種類
の健康診査も受診率が％前後と目標の％にほぼ近くなっています。
一方、男女の地位の平等に関する指標では、目標を達成するのが難しい状況です。
■計画の主要な数値目標
指標名㻌

前期㻌
現㻌 状㻌
現㻌 状㻌
目㻌 標㻌
（平成㻝㻥年）㻌 （平成㻞㻠年）㻌 （平成㻞㻤年）㻌 （平成㻞㻥年）㻌

基本目標Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画社会への意識づくり
．家庭生活の場において男女の地位が
平等であると考える市民の割合
．地域活動の場において男女の地位が
平等であると考える市民の割合
．社会通念や慣習、しきたりにおいて
男女の地位が平等であると考える市
民の割合
．公民館講座参加者数 
．男女平等を尊重したまちづくりが進
められていると感じる市民の割合
．審議会等の委員会の女性の割合

㻞㻞㻚㻢％㻌
（㻴㻝㻣）㻌
㻟㻝㻚㻡㻑㻌
（㻴㻝㻣）㻌

㻟㻟㻚㻠％㻌
（㻴㻞㻞）㻌
㻟㻞㻚㻟％㻌
（Ｈ㻞㻞）㻌

㻟㻟㻚㻣％㻌
（Ｈ㻞㻣）㻌
㻟㻝㻚㻢％㻌
（Ｈ㻞㻣）㻌

㻝㻝㻚㻝㻑㻌
（㻴㻝㻣）㻌

㻥㻚㻠％㻌
（Ｈ㻞㻞）㻌

㻝㻞㻚㻝％㻌
（Ｈ㻞㻣）㻌

㻞㻡％㻌

㻝㻞㻘㻞㻜㻜人㻌

㻣㻘㻢㻤㻟人㻌

㻡㻘㻞㻢㻟人㻌

㻝㻟㻘㻜㻜㻜人㻌

―㻌

㻞㻠㻚㻟％㻌

㻞㻠㻚㻡％㻌

㻡㻜％㻌

㻝㻥㻚㻥㻑㻌

㻞㻝㻚㻠％㻌

㻞㻞㻚㻢％㻌

㻟㻜％㻌

―㻌

㻞㻜㻚㻡％㻌
（㻴㻞㻞）㻌

㻞㻞㻚㻡％㻌

㻡㻜％㻌

㻡㻜％㻌
㻡㻜％㻌

基本目標Ⅱ 共に働きやすい環境づくり
．ワーク・ライフ・バランスの認知度
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前期㻌
現㻌 状㻌
現㻌 状㻌
目㻌 標㻌
（平成㻝㻥年）㻌 （平成㻞㻠年）㻌 （平成㻞㻤年）㻌 （平成㻞㻥年）㻌

指標名㻌

基本目標Ⅲ 共に支え合う家庭・地域づくり
―㻌

延㻡㻟人㻌

延㻞㻜人㻌

延㻡㻜人以上㻌

―㻌

㻥㻟回㻌
延㻣㻟㻜人㻌
㻝㻝㻚㻢％㻌

㻤㻜回㻌
延㻣㻢㻤人㻌
㻢㻚㻢％㻌

㻝㻜㻜回㻌
延㻝㻘㻜㻜㻜人㻌
㻟㻜％㻌

―㻌
―㻌
―㻌

㻢㻡㻚㻥％㻌
㻞㻢㻚㻟％㻌

㻣㻝㻚㻝％㻌
㻟㻞㻚㻡％㻌
㻠㻤㻚㻝％㻌
（Ｈ㻞㻣）㻌

㻤㻜％㻌
㻡㻜％㻌

―㻌

㻟㻟㻚㻢％㻌

㻟㻥㻚㻝％㻌

㻡㻜％㻌

㻌
①㻥㻤㻚㻞％㻌
②㻌 －㻌
③㻥㻣㻚㻠％㻌
④㻥㻠㻚㻠％㻌

㻌
①㻥㻥㻚㻞％㻌
②㻝㻜㻜％㻌
③㻥㻤㻚㻤％㻌
④㻥㻥㻚㻞％㻌

㻌
①㻝㻜㻜％㻌
②㻥㻤㻚㻢％㻌
③㻥㻥㻚㻡％㻌
④㻥㻥㻚㻝％㻌

各㻝㻜㻜％㻌

．高齢者支援ボランティア登録数

㻌
①㻞㻝㻚㻝％㻌
②㻝㻠㻚㻢％㻌
㻟㻤ｸﾞﾙｰﾌﾟ㻌

㻌
①㻞㻣㻚㻢％㻌
②㻞㻟㻚㻟％㻌
㻠㻞ｸﾞﾙｰﾌﾟ㻌 㻌

㻌
①㻞㻣㻚㻟％㻌
②㻞㻝㻚㻟％㻌
㻥㻜ｸﾞﾙｰﾌﾟ㻌

．こんにちは赤ちゃん事業実施率

―㻌

㻥㻡㻚㻥％㻌

㻥㻢㻚㻣％㻌

㻥㻤㻚㻜％㻌

㻝㻜㻡地区㻌

㻢㻥地区㻌

㻥㻜地区㻌

㻤㻜地区㻌

㻝㻥㻟人㻌

㻟㻤㻜人㻌

㻟㻢㻟人㻌

㻠㻜㻜人㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

．男女共同参画にかかる市民団体等数

―㻌

㻤団体㻌

㻤団体㻌

㻝㻜団体㻌

．男性市職員の育児休業・部分休業取
得者数

―㻌

１人㻌

㻜㻌

増加㻌

．市職員の年休の平均取得日数

㻤日㻌

㻤日㻌

㻣㻚㻡日㻌

㻝㻜日以上㻌

．家族介護者教室参加者数
．料理教室の開催数・参加者数
．地域自治協議会役員等の女性の割合

―㻌

基本目標Ⅳ 共に安心して暮らせるまちづくり
．ＤＶの認知度
．デートＤＶの認知度
．ＤＶの相談経験「どこにも相談しな
かった」割合
．安心して子どもを産み育てることが
できると感じる市民の割合
．乳幼児健康診査の受診率
①３か月児健康診査
②８か月児健康診査
③１歳６か月児健康診査
④３歳児健康診査

㻡㻠㻚㻝％㻌

㻞㻜％㻌

基本目標Ⅳ 共に安心して暮らせるまちづくり
．がん検診受診率
①乳がん検診
②子宮がん検診

．ミニデイサービス実施地区数
．外出支援サービス登録利用者数
．保育所入所待機児童数

㻌
各㻡㻜％以上㻌
㻡㻜ｸﾞﾙｰﾌﾟ㻌

基本目標Ⅴ 計画の総合的な推進
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６ 市民意識の動向
平成年７月実施の「朝来市人権についての市民意識調査」及び平成年月実施の
「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」を中心に、過去の調査との比較を含めて
男女共同参画に関連する市民意識の動向をみます。

●各分野の男女の平等感は、特に「社会通念や慣習、しきたり」
「政治の場」の分野で



依然として「男性の方が優遇」が高くなっています。一方、「職場」や「家庭生活」





では、わずかながらも「男性の方が優遇」が低下し、「平等」が高くなっています。
■男女の地位の平等感

   【社会通念や慣習、しきたり】        【教育の場】
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

平成㻞㻣年㻌
（㻺㻩㻢㻝㻠）㻌
㻌
平成㻞㻞年㻌
（㻺㻩㻣㻥㻜）㻌
㻌
平成㻝㻣年㻌
（㻺㻩㻣㻟㻠）㻌
㻌

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻣㻟㻚㻤

㻞㻚㻣
㻝㻞㻚㻝 㻣㻚㻡

㻣㻟㻚㻥

㻥㻚㻠

㻣㻝㻚㻡

㻝㻝㻚㻝

㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻠㻚㻜
㻠㻚㻝

㻞㻚㻤
㻥㻚㻠

㻝㻡㻚㻞

㻠㻚㻢

㻞㻚㻠
㻥㻚㻜 㻢㻚㻜

㻞㻚㻥

㻢㻞㻚㻤

㻝㻞㻚㻥

㻝㻢㻚㻢

㻠㻚㻤

㻣㻚㻟 㻝㻡㻚㻠 㻢㻚㻞

㻡㻤㻚㻝

㻝㻟㻚㻜

㻡㻚㻣

㻝㻤㻚㻞

㻡㻢㻚㻤





                【政治の場】             【職場】
㻜㻑

㻞㻜㻑

平成㻞㻣年㻌
（㻺㻩㻢㻝㻠）㻌
㻌
平成㻞㻞年㻌
（㻺㻩㻣㻥㻜）㻌
㻌
平成㻝㻣年㻌
（㻺㻩㻣㻟㻠）㻌
㻌

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻢㻣㻚㻠

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻞㻚㻜
㻝㻠㻚㻤 㻝㻝㻚㻞

㻠㻚㻢
㻠㻚㻢

㻢㻝㻚㻝

㻞㻝㻚㻜

㻝㻚㻢
㻝㻝㻚㻠

㻢㻝㻚㻡

㻞㻜㻚㻟

㻜㻚㻤
㻝㻝㻚㻞 㻢㻚㻞

㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻤㻚㻟
㻢㻝㻚㻡
㻢㻡㻚㻤

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻞㻞㻚㻟
㻞㻝㻚㻢
㻝㻡㻚㻢

㻝㻜㻜㻑

㻣㻚㻜 㻤㻚㻜
㻠㻚㻥

㻣㻚㻢

㻠㻚㻠
㻠㻚㻟

㻞㻚㻝
㻝㻜㻚㻝 㻢㻚㻠





           【家庭生活】
㻜㻑

平成㻞㻣年㻌
（㻺㻩㻢㻝㻠）㻌
㻌
平成㻞㻞年㻌
（㻺㻩㻣㻥㻜）㻌
㻌
平成㻝㻣年㻌
（㻺㻩㻣㻟㻠）㻌
㻌

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻜㻚㻤

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻟㻟㻚㻣

㻝㻜㻜㻑

㻢㻚㻟

 男性の方が優遇㻌


㻟㻚㻢
㻡㻚㻡

㻡㻞㻚㻡

㻟㻟㻚㻠

㻠㻚㻣
㻡㻚㻞

㻡㻥㻚㻡

㻞㻞㻚㻢

㻣㻚㻣

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 平等㻌



㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 わからない㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 無回答㻌


㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 女性の方が優遇㻌

㻠㻚㻞
㻡㻚㻜

㻡㻚㻞



資料：平成㻞㻣年は「朝来市人権についての市民意識調査」（㻣月実施）、平成㻞㻞年は「朝来市人権についての市民意識
調査」（㻝㻝月実施）、平成㻝㻣年は「朝来市男女共同参画社会づくりについての市民意識調査」（㻝㻝月実施）で、㻌 㻌 㻌 㻌
以下、同様。㻌
注）平成㻞㻞・㻞㻣年調査の選択肢で、「男性が優遇されている」「どちらかといえば男性が優遇されている」を合わせて
「男性の方が優遇」とし、女性も同様に集約して表示しています。㻌





－９－



●問題があると思う女性の人権に関することは、平成年調査では平成年調査（以



「男女の固定的性別役割分担意識」がトップ、
下、前回調査といいます。
）と同様に、



次いで「昇給・昇進の格差など、職場における男女の待遇の違い」
「ストーカー、ち



かん行為」「女性の社会進出のための支援制度の不備」などと続き、「ストーカー、



ちかん行為」が前回調査よりポイント高くなっています。




■問題があると思う女性の人権に関すること
㻔３つまで選択㻕㻌

㻜

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜

㻠㻜

㻡㻜

㻔㻑㻕

㻟㻣㻚㻡
㻟㻢㻚㻞

男女の固定的性別役割分担意識

㻟㻠㻚㻣
㻟㻠㻚㻝

昇給・昇進の格差など、職場における男女の
待遇の違い㻌
ストーカー、ちかん行為

㻟㻜㻚㻜

㻝㻥㻚㻡

㻞㻥㻚㻢
㻞㻥㻚㻜

女性の社会進出のための支援制度の不備
ＤＶ

㻞㻞㻚㻡

㻝㻣㻚㻢

㻞㻞㻚㻟
㻞㻜㻚㻠

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）
アダルトビデオや女性のヌード写真などを掲
載した雑誌等の商品化㻌

㻝㻜㻚㻥

売春・買春・援助交際

㻝㻜㻚㻠

「婦人」「未亡人」のように女性にだけ用いら
れる言葉㻌

㻝㻠㻚㻟
㻝㻢㻚㻣

㻠㻚㻥
㻣㻚㻜
㻥㻚㻥
㻤㻚㻥

わからない
その他

㻞㻚㻝
㻝㻚㻟

無回答

㻞㻚㻜

平成㻞㻣年調査㻔㻺㻩㻢㻝㻠㻕
平成㻞㻞年調査㻔㻺㻩㻣㻥㻜㻕

㻡㻚㻠



資料：「朝来市人権についての市民意識調査」（平成㻞㻣年㻣月、平成㻞㻞年㻝㻝月）




●「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識については、賛成する人が低下傾



向にあり、平成年には反対が半数を超えています。




■「男は仕事、女は家庭」という考え方（性別役割分担意識）について
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻚㻥
平成㻞㻣年㻌
（㻺㻩㻢㻝㻠）㻌
㻌
平成㻞㻞年㻌 㻡㻚㻞
（㻺㻩㻣㻥㻜）㻌
㻌
平成㻝㻣年㻌
㻝㻞㻚㻥
（㻺㻩㻣㻥㻠）㻌
㻌
そう思う

㻠㻜㻑

㻟㻟㻚㻝

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻞㻞㻚㻜

㻝㻜㻜㻑

㻠㻚㻝

㻟㻠㻚㻠

㻝㻚㻢

㻟㻚㻜
㻟㻥㻚㻥

㻝㻡㻚㻢

㻟㻟㻚㻥
どちらかといえばそう思う

㻢㻚㻣

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

－１０－

㻞㻚㻞

㻞㻤㻚㻣
わからない

資料：「朝来市人権についての市民意識調査」（平成㻞㻣年㻣月、平成㻞㻞年㻝㻝月、平成㻝㻣年㻝㻝月）



㻞㻚㻣

㻞㻥㻚㻣

㻝㻥㻚㻡

無回答





第１章䢢 計画の策定にあたって䢢





●男女が対等な社会となるために重要だと思うことは、
「女性を取り巻くさまざまな偏



見、固定的な社会通念、慣習・しきたりの改革」がトップ、次いで「男性の意識改



革」
「女性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習得するなど、積極的な能力の向



上」「子育てや高齢者、病人の介護施設・サービスの充実」「女性の意識改革」など



と続き、
「女性を取り巻くさまざまな偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりの改



革」や「女性の意識改革」は前回調査より低下しています。



●性別では、男女共に「女性を取り巻くさまざまな偏見、固定的な社会通念、慣習・



しきたりの改革」がトップとなっています。女性は「女性自身が経済力をつけたり、



知識・技術を習得するなど、積極的な能力の向上」や「子育てや高齢者、病人の介



護施設・サービスの充実」が男性より特に高く、一方、男性は「女性の意識改革」



が女性より特に高くなっています。




■男女が対等な社会となるために重要だと思うこと
【平成年調査との比較】  【平成年調査の性別】
㻜

㻔３つまで選択㻕㻌

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜

㻠㻜

女性を取り巻くさまざまな偏見、固定
的な社会通念、慣習・しきたりの改革㻌

㻔㻑㻕

㻜

㻝㻜

㻠㻜

㻔㻑㻕

㻟㻠㻚㻜
㻟㻟㻚㻤
㻟㻠㻚㻥
㻞㻤㻚㻝
㻟㻟㻚㻣

㻞㻥㻚㻞
㻞㻢㻚㻣

㻞㻟㻚㻢
㻞㻜㻚㻞

㻞㻠㻚㻢

㻟㻜㻚㻤

㻟㻝㻚㻜
㻞㻝㻚㻜
㻞㻞㻚㻝

㻞㻝㻚㻟
㻝㻥㻚㻣

㻝㻣㻚㻢
㻞㻜㻚㻡

㻝㻤㻚㻣
㻝㻢㻚㻝
㻝㻝㻚㻞

㻥㻚㻟
㻤㻚㻝

㻢㻚㻤

㻢㻚㻠
㻥㻚㻡

㻡㻚㻡
㻣㻚㻢
㻟㻚㻡
㻡㻚㻣

㻠㻚㻠
㻡㻚㻣

その他

㻝㻚㻢
㻝㻚㻝

㻜㻚㻥
㻞㻚㻣

特にない

㻞㻚㻠
㻞㻚㻜

㻞㻚㻢
㻞㻚㻟

平成㻞㻣年調査㻔㻺㻩㻢㻝㻠㻕

㻠㻚㻞
㻠㻚㻥

㻡㻜

㻟㻣㻚㻤
㻠㻞㻚㻞

㻟㻝㻚㻤
㻞㻤㻚㻜

女性の意識改革

無回答

㻟㻜

㻟㻟㻚㻣
㻟㻜㻚㻥

女 性 自 身 が 経 済 力 を つけ た り 、 知
識・技術を習得するなど、積極的な
能力の向上㻌
㻌
子育てや高齢者、病人の介護施設・
サービスの充実㻌

わからない

㻞㻜

㻟㻥㻚㻢
㻠㻠㻚㻞

男性の意識改革

子どもの時から家庭や学校で男女平
等についての教育㻌
㻌
職場における男女の均等な取り扱い
についての啓発・徹底㻌
㻌
女性の生き方に関する情報提供や交
流の場、相談、教育などの充実㻌
㻌
政策・方針決定の場への女性の参画
の推進㻌
㻌
新聞・テレビなどの各メディアに対す
る男女平等の働きかけ㻌

㻡㻜

㻟㻚㻡
㻡㻚㻟

平成㻞㻞年調査㻔㻺㻩㻣㻥㻜㻕

㻤㻚㻟
㻟㻚㻥



資料：「朝来市人権についての市民意識調査」（平成㻞㻣年㻣月、平成㻞㻞年㻝㻝月）




－１１－

㻤㻚㻢
㻢㻚㻤

女性㻔㻺㻩㻟㻠㻣㻕
男性㻔㻺㻩㻞㻢㻟㻕





●女性が職業をもつことについては、男女共に「結婚や出産、子育てにかかわらず、



職業をもち続けるのがよい」が最も高く、女性が％、男性が％と同程度



で、次いで「結婚しても職業をもち続け、子どもができたら辞めて、大きくなった



ら再び職業をもつのがよい」で、女性が％、男性が％で大差ありません。



●女性が活躍できる職場環境に必要なことは、男女共に「子育て・介護との両立に職



場の支援制度が整っていること」がトップで、２・３位には、男女で順位は異なり



ますが、
「上司や同僚が、女性が働くことに理解があること」と「長時間労働の必要



がないことや、勤務時間が柔軟であること」があげられます。




■女性が職業をもつことについての考え
㻔該当 㻝 つ選択㻕㻌

㻜

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜

㻠㻜

㻡㻜㻔㻑㻕

㻜㻚㻢
㻜㻚㻞
㻝㻚㻝
㻝㻚㻥
㻝㻚㻝
㻟㻚㻟
㻠㻚㻟
㻠㻚㻡
㻠㻚㻜

女性は職業をもたないほうがよい
結婚するまでは職業をもち、結婚とともに辞
めるほうがよい㻌
㻌
結婚しても職業をもち続け、子どもができたら
辞めるほうがよい㻌
㻌
結婚や出産、子育てにかかわらず、職業をも
ち続けるのがよい㻌
㻌
結婚しても職業をもち続け、子どもができたら
辞めて、大きくなったら再び職業をもつのが
よい㻌

㻠㻠㻚㻡
㻠㻠㻚㻢
㻠㻠㻚㻝
㻟㻠㻚㻠
㻟㻡㻚㻡
㻟㻟㻚㻝
㻢㻚㻣
㻣㻚㻠
㻡㻚㻥
㻡㻚㻞
㻠㻚㻣
㻢㻚㻟

その他
わからない

全体㻔㻺㻩㻣㻞㻢㻕
女性㻔㻺㻩㻠㻠㻤㻕
男性㻔㻺㻩㻞㻣㻞㻕

㻞㻚㻟
㻞㻚㻜
㻞㻚㻞

無回答



■女性が活躍できる職場環境に必要なこと
㻜

㻔該当すべて選択㻕㻌

㻞㻜

㻠㻜

㻔㻑㻕

㻢㻡㻚㻝
㻡㻢㻚㻟
㻡㻥㻚㻞
㻡㻝㻚㻡
㻡㻢㻚㻞
㻡㻢㻚㻥
㻡㻠㻚㻤

仕事の内容にやりがいがあること

無回答

㻤㻜

㻢㻥㻚㻣
㻣㻞㻚㻟

子育て・介護との両立に職場の支援制度が整
っていること㻌
㻌
上司や同僚が、女性が働くことに理解があること㻌
㻌
長時間労働の必要がないことや、勤務時間が
柔軟であること㻌
㻌
仕事が適正に評価されること

職場のトップが女性の活躍の促進に積極的で
あること㻌
㻌
身近に活躍している女性（ロールモデル）がい
ること㻌
㻌
㻌
その他

㻢㻜

㻟㻞㻚㻠
㻞㻥㻚㻥
㻞㻣㻚㻥
㻟㻟㻚㻝

㻠㻟㻚㻟
㻠㻠㻚㻢
㻠㻜㻚㻠
㻠㻜㻚㻢
㻠㻡㻚㻤

㻝㻠㻚㻜
㻝㻠㻚㻡
㻝㻟㻚㻢
㻟㻚㻟
㻞㻚㻡
㻠㻚㻠
㻠㻚㻤
㻠㻚㻜
㻢㻚㻟

資料：上記２つの図は共に、「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」（平成㻞㻤年㻝㻜月）

－１２－

全体㻔㻺㻩㻣㻞㻢㻕
女性㻔㻺㻩㻠㻠㻤㻕
男性㻔㻺㻩㻞㻣㻞㻕





第１章䢢 計画の策定にあたって䢢



㻌

●家庭における役割の希望では、＜生活費の確保＞をはじめ＜洗濯・家の掃除＞＜食



事の支度＞＜日常の家計管理＞＜お年寄り、病人の世話・介護など＞が、
「夫婦同程



度」の率が前回調査より上昇し、「主として妻」が低下しています。



●地域活動での男女の協力状況は、「それぞれの持ち分を分担し、協力しあっている」



が％で最も高く、男女共に％を超えて同程度となっています。男性は「男



性が主体となっており、女性はあまり参加していない」が％で、女性の％



のおよそ倍と高くなっています。




■家庭における役割の希望
【平成㻞㻣年調査㻔㻺㻩㻢㻝㻠㻕】㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 【平成㻞㻞年調査㻔㻺㻩㻣㻥㻜㻕】㻌
㻜㻑

①生活費の確保

㻞㻜㻑

㻤㻚㻝

㻤㻜㻑

㻡㻞㻚㻤

⑥地域の行事参加・㻌 㻡㻚㻞
近所づきあい㻌

㻣㻝㻚㻟

㻡㻚㻣

㻝㻚㻝

㻜㻚㻤

㻟㻞㻚㻤

㻠㻚㻠

㻜㻚㻢
㻣㻞㻚㻥
㻞㻣㻚㻜

㻡㻚㻞

㻜㻚㻟

㻢㻣㻚㻢

㻝㻜㻜㻑

㻡㻠㻚㻠

㻢㻞㻚㻜

㻠㻚㻠

㻤㻚㻢

㻝㻣㻚㻥
㻢㻡㻚㻝

⑧お年寄り、病人の㻌
㻝㻤㻚㻥
世話・介護など㻌

㻤㻜㻑

㻜㻚㻡

㻠㻚㻢

㻟㻢㻚㻟

㻞㻢㻚㻞

㻢㻜㻑

㻟㻝㻚㻤

㻡㻚㻝

㻞㻜㻚㻞

㻡㻜㻚㻡

⑤日常の家計管理

㻠㻜㻑

㻜㻚㻤

㻞㻣㻚㻠

㻞㻝㻚㻤

㻞㻜㻑

㻤㻚㻝

㻢㻚㻟

㻠㻟㻚㻜

㻢㻣㻚㻤

㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻠㻥㻚㻜

㻡㻝㻚㻝

③食事の支度

⑦子どもの世話など

㻢㻜㻑

㻟㻢㻚㻡

②洗濯・家の掃除

④日常のゴミ出し

㻠㻜㻑

㻞㻝㻚㻢
㻡㻞㻚㻡

㻝㻢㻚㻝

㻡㻣㻚㻞
㻥㻚㻜

㻡㻚㻡

㻟㻝㻚㻥

㻞㻣㻚㻡

㻝㻞㻚㻠

㻞㻠㻚㻠

㻠㻚㻡

㻠㻚㻢

㻢㻚㻠

㻝㻡㻚㻥

㻣㻜㻚㻜

㻤㻚㻟

㻠㻚㻤

㻡㻚㻜
㻣㻚㻠

㻢㻡㻚㻞

㻜㻚㻤
㻝㻜㻚㻟

㻢㻠㻚㻢


主として妻㻌 㻌 



 夫婦同程度㻌 㻌   主として夫㻌 㻌   その他






資料：「朝来市人権についての市民意識調査」（平成㻞㻣年㻣月、平成㻞㻞年㻝㻝月）㻌
注）平成㻞㻣年の「わからない」及び無回答は、平成㻞㻞年調査に合わせて「その他」としています。㻌

■性別 地域活動での男女の協力状況
㻜

㻔該当 㻝 つ選択㻕㻌

㻞㻜

男性が主体となっており、女性はあまり参加していない

実質的には女性が担っているが、代表・役員には男性
が就いている㻌
㻌
女性が主体となっており、男性はあまり参加していない
その他

㻢㻜

㻔㻑㻕

㻡㻢㻚㻜
㻡㻡㻚㻥
㻡㻢㻚㻣

それぞれの持ち分を分担し、協力しあっている

ほとんど対等に協力しあっている

㻠㻜

㻤㻚㻝

㻝㻝㻚㻥
㻝㻣㻚㻝

㻣㻚㻜
㻤㻚㻠
㻡㻚㻟
㻟㻚㻝
㻟㻚㻣
㻞㻚㻟
㻜㻚㻡
㻜㻚㻥
㻜㻚㻜
㻜㻚㻟
㻜㻚㻢
㻜㻚㻜
㻝㻠㻚㻟
㻝㻢㻚㻠
㻝㻝㻚㻤

わからない
無回答
資料：「朝来市人権についての市民意識調査」（平成㻞㻣年㻣月）

－１３－

㻢㻚㻤
㻢㻚㻝
㻢㻚㻤

全体㻔㻺㻩㻢㻝㻠㻕
女性㻔㻺㻩㻟㻠㻣㻕
男性㻔㻺㻩㻞㻢㻟㻕





●男性が家事・子育て・介護を行うことについて、
「男性も家事・子育て・介護を行う



ことは当然である」がトップで％、次いで「子どもにいい影響を与える」「仕



事と両立させることは、現実として難しい」などと続きます。



●性別では、男女共に「男性も家事・子育て・介護を行うことは当然である」がトッ



プで、女性が％、男性が％で、女性が高くなっています。女性は「子ど



もにいい影響を与える」や「家事・子育て・介護を行う男性は、時間の使い方が効



率的で、仕事もできる」が男性より特に高く、一方、男性は「家事・子育て・介護



は女性のほうが向いている」が女性より特に高くなっています。




■男性が家事・子育て・介護を行うことについて
㻜

㻔該当すべて選択㻕㻌

㻞㻜

㻠㻜

㻢㻜

㻢㻞㻚㻤
㻢㻡㻚㻠
㻡㻤㻚㻤

男性も家事・子育て・介護を行うことは当然である
㻠㻠㻚㻞

子どもにいい影響を与える

㻟㻞㻚㻜

家事・子育て・介護を行う男性は、時間の使い方
が効率的で、仕事もできる㻌

㻝㻟㻚㻢

家事・子育て・介護は女性のほうが向いている

男性は、家事・子育て・介護を行うべきではない

㻣㻚㻤

㻠㻚㻜

㻝㻞㻚㻜
㻝㻥㻚㻝

㻤㻚㻣
㻝㻝㻚㻢

㻟㻚㻠
㻠㻚㻣
㻝㻚㻡
㻜㻚㻠
㻜㻚㻣
㻜㻚㻜

その他

㻠㻚㻠
㻡㻚㻝
㻟㻚㻟

特にない

㻞㻚㻞
㻜㻚㻥
㻠㻚㻠

無回答

㻞㻝㻚㻥
㻞㻣㻚㻞

㻝㻡㻚㻣
㻝㻣㻚㻞
㻝㻟㻚㻢

男性自身も充実感が得られる

周りから冷たい目で見られる

㻝㻚㻡
㻝㻚㻟
㻝㻚㻤

資料：「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」（平成㻞㻤年㻝㻜月）






㻡㻝㻚㻢

㻟㻠㻚㻜
㻟㻝㻚㻡
㻟㻣㻚㻡

仕事と両立させることは、現実として難しい

妻が家事・子育て・介護をしていないと誤解される

㻤㻜 㻔㻑㻕


－１４－

全体㻔㻺㻩㻣㻞㻢㻕
女性㻔㻺㻩㻠㻠㻤㻕
男性㻔㻺㻩㻞㻣㻞㻕






●ＤＶ防止法、ＤＶ、デートＤＶについて、いずれも平成年調査より「言葉も内容



も知っている」が上昇し、
「言葉も内容も知らない」が低下しています。



●ＤＶの経験では、男女共に＜大声でどなられたり、ことばによる暴力をあびせられ




第１章䢢 計画の策定にあたって䢢



た＞の「何度もあった」が前回調査より上昇しています。

■ＤＶ防止法の認知状況
㻜㻑

㻞㻜㻑

平成㻞㻤年㻌
（㻺㻩㻣㻞㻢）㻌

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻢㻚㻠

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻢㻚㻣

㻠㻡㻚㻞

㻌

㻝㻚㻣

㻜㻚㻢

平成㻞㻠年㻌
（㻺㻩㻢㻥㻥）㻌
㻌

㻟㻣㻚㻝

㻠㻤㻚㻢

言葉も内容も知っている
言葉も内容も知らない
無回答

㻝㻟㻚㻞

㻜㻚㻢

言葉は知っているが、内容はよく知らない
その他



資料：平成㻞㻤年は「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」（㻝㻜月実施）、平成㻞㻠年は「朝来市配偶者
からの暴力に関する市民意識調査」（㻟月実施）㻌
注）平成㻞㻤年調査では、「その他」の選択肢なし。㻌



■ＤＶについての認知状況
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

平成㻞㻤年㻌
（㻺㻩㻣㻞㻢）㻌

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻣㻝㻚㻝

㻞㻞㻚㻞

㻝㻜㻜㻑

㻠㻚㻣

㻞㻚㻝

㻢㻚㻥

㻜㻚㻝
㻜㻚㻥

㻌
平成㻞㻠年㻌
（㻺㻩㻢㻥㻥）㻌
㻌

㻢㻡㻚㻥

㻞㻢㻚㻞

言葉も内容も知っている
言葉も内容も知らない
無回答



言葉は知っているが、内容はよく知らない
その他



資料：平成㻞㻤年は「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」（㻝㻜月実施）、平成㻞㻠年は「朝来市配偶者
からの暴力に関する市民意識調査」（㻟月実施）


■デートＤＶについての認知状況
㻜㻑

㻞㻜㻑

平成㻞㻤年㻌
（㻺㻩㻣㻞㻢）㻌

㻠㻜㻑

㻟㻞㻚㻡

㻢㻜㻑

㻞㻣㻚㻜

㻤㻜㻑

㻟㻤㻚㻟

㻌
平成㻞㻠年㻌
（㻺㻩㻢㻥㻥）㻌
㻌



㻞㻢㻚㻟

㻞㻡㻚㻢

言葉も内容も知っている
言葉も内容も知らない
無回答

㻝㻜㻜㻑

㻠㻢㻚㻤

㻞㻚㻞
㻜㻚㻝
㻝㻚㻞

言葉は知っているが、内容はよく知らない
その他



資料：平成㻞㻤年は「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」（㻝㻜月実施）、平成㻞㻠年は「朝来市配偶者
からの暴力に関する市民意識調査」（㻟月実施）

－１５－

■性別 ＤＶの経験（平成年）
【女性㻔㻺㻩㻟㻠㻣㻕】㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 【男性㻔㻺㻩㻞㻢㻟㻕】㻌
㻜

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜 㻔㻑㻕

㻜

㻜㻚㻜

①命の危険を感じるくらいの㻌
暴力を受けた㻌
②医師の治療が必要となる程度㻌
㻌 㻌 の暴行を受けた㻌

㻜㻚㻜
㻝㻚㻠

㻜㻚㻜
㻝㻚㻝

㻢㻚㻝
㻝㻞㻚㻝

㻠㻚㻥
㻞㻝㻚㻥

㻝㻞㻚㻡

㻝㻚㻣
㻟㻚㻡

㻜㻚㻤
㻜㻚㻤

㻞㻚㻟

⑥交友関係や電話・メールを㻌
㻌 細かく監視された㻌
⑦危害が加えられるのではと㻌
㻌 恐怖を感じる程の脅しを受けた㻌

㻝㻚㻥
㻟㻚㻠

㻢㻚㻝
㻞㻚㻢

㻝㻚㻝
㻝㻚㻡

㻢㻚㻢

⑧何を言っても無視され続けた㻌

㻟㻚㻣

⑨あなたがいやがっているのに㻌
㻌 性的な行為を強要された㻌
㻌
㻌

㻟㻚㻡

㻟㻜 㻔㻑㻕

㻜㻚㻠
㻜㻚㻠

㻞㻚㻢

⑤生活費を渡してくれなかった㻌

㻞㻜

㻜㻚㻠
㻜㻚㻠

㻠㻚㻥

③医師の治療が必要とならない㻌
程度の暴行を受けた㻌
④大声でどなられたり、ことばに㻌
㻌 よる暴力をあびせられた㻌

㻝㻜

㻝㻚㻥
㻝㻜㻚㻠

㻥㻚㻡
㻜㻚㻜

㻤㻚㻢

㻝㻚㻥

何度もあった㻌 㻌 㻌   １・２度あった





資料：「朝来市人権についての市民意識調査」（平成㻞㻣年㻣月実施）


■性別 ＤＶの経験／朝来市調査（平成年）
【女性㻔㻺㻩㻟㻟㻥㻕】㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 【男性㻔㻺㻩㻝㻥㻤㻕】㻌
㻜

①命の危険を感じるくらいの㻌
暴力を受けた㻌
②医師の治療が必要となる程度㻌
㻌 の暴行を受けた㻌
③医師の治療が必要とならない㻌
程度の暴行を受けた㻌
④大声でどなられたり、ことばに㻌
㻌 よる暴力をあびせられた㻌

㻝㻜

⑧何を言っても無視され続けた㻌
⑨あなたがいやがっているのに㻌
㻌 性的な行為を強要された㻌
㻌
㻌

㻟㻜㻔㻑㻕

㻜

㻜㻚㻢

㻝㻜

㻞㻜

㻟㻜 㻔㻑㻕

㻜㻚㻜
㻜㻚㻡

㻠㻚㻠
㻜㻚㻢
㻞㻚㻣

㻜㻚㻜
㻜㻚㻜

㻟㻚㻞

㻜㻚㻜
㻣㻚㻠

㻞㻚㻡
㻝㻜㻚㻥

㻞㻚㻜
㻞㻝㻚㻤

㻡㻚㻢
㻠㻚㻣

⑤生活費を渡してくれなかった㻌
⑥交友関係や電話・メールを㻌
㻌 細かく監視された㻌
⑦危害が加えられるのではと㻌
㻌 恐怖を感じる程の脅しを受けた㻌

㻞㻜

㻝㻣㻚㻞
㻜㻚㻜
㻟㻚㻡

㻞㻚㻝

㻝㻚㻜
㻢㻚㻞

㻢㻚㻝
㻜㻚㻜

㻞㻚㻥
㻞㻚㻥

㻞㻚㻡
㻝㻚㻡

㻞㻚㻣

㻝㻠㻚㻢

㻤㻚㻤
㻠㻚㻝
㻝㻜㻚㻜

㻜㻚㻜
㻝㻚㻜


何度もあった㻌 㻌 㻌   １・２度あった



資料：「朝来市配偶者からの暴力に関する市民意識調査」（平成㻞㻠年㻟月実施）

－１６－





第２章䢢 計画の基本的な考え方䢢




‒




１ 基本理念
市民意識調査にみる社会の各分野での男女の平等感は、少しずつではありますが、平等
とする意識が高くなってきています。また、
「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意
識については、賛成する人が低下傾向にあるなど、本市においても男女共同参画の歩みが
進んでいるといえます。
一方、問題があると思う女性の人権に関することでは、
「ストーカー、ちかん行為」や「Ｄ
Ｖ」が前回調査より高くなっています。
また、全国的にはＤＶに限らず、子どもや高齢者、障害のある人に対する虐待が大きな
問題となっているなど、あらゆる暴力を防止する必要があり、人権意識を高め、人権文化
として根付いていくことが一層、求められています。
さらに、少子高齢化の進行が加速するなかで、男女が共に支え合い、責任を分かち合い、
協力して地域運営にあたり、住民一人ひとりがいきいきと暮らせる社会を創ることが重要
です。
そこで、この計画では、基本理念を次のように設定し、本市の男女共同参画社会をめざ
すものとします。




一人ひとりが思いやりを持って、‒







お互いを認め合うまちづくりをめざそう‒
‒



‒




‒







－－

２ 基本目標
基本理念の下に男女共同参画社会実現に向け、５つの基本目標を掲げて取り組みます。


基本目標Ⅰᴾ 共に暮らし、働きやすい環境づくりᴾ







誰もが性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮し、活力ある
社会をつくるため、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を進めるととも
に、男女が共に仕事と生活の調和を図れるよう、企業等と連携した支援など、
働きやすい環境づくりを進めます。




‒
‒
基本目標Ⅱᴾ 共に支え合う地域づくりᴾ



おたがいさまと我が事の精神で、思いやりと支え合いのある地域をつくる



ため、防災や防犯、子どもや高齢者の見守り、支援などの担い手として、男



女の参画を進めるとともに、地域団体、ボランティアグループ等と連携し、



地域ぐるみの家庭支援体制づくりを進めます。‒










‒
基本目標Ⅲᴾ 共に健康で安心して生活できる社会づくりᴾ
‒
‒
ＤＶをはじめ、虐待、ストーカー等あらゆる暴力を許さない社会づくりを進
めるとともに、男女がいきいきと生活できるよう、生涯にわたる健康づくりを
支援します。また、ひとり親家庭や障害のある人、高齢者など、支援を必要と
する人が安心して生活できるように支援の充実など環境整備を進めます。










‒
基本目標Ⅳᴾ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりᴾ
‒
基本理念の男女共同参画社会を実現するためには、
性別を問わず、すべての人が、
さまざまな状況にある一人ひとりを大切にし、その人権を尊重することが何よりも
‒

 重要です。これまでの取組を踏まえるとともに、企業、地域等と一体となって、さ
 まざまな機会・媒体を活用し、人権尊重と男女共同参画の意識づくりを進めます。‒





‒
‒
基本目標Ⅴ‒ 計画の総合的な推進‒

 この計画を総合的かつ計画的に推進していくため、市が率先して男女共同参画を推
進するとともに、市民との協働による推進を強化します。
 また、事業の実施状況や数値目標の達成状況について、毎年度調査し、点検・評価
するなど、ＰＤＣＡサイクルに基づく管理を進めます。‒

‒
－－
‒



第２章䢢 計画の基本的な考え方䢢



３ 施策体系
基本理念の実現をめざし、具体的な施策・事業を展開するための施策の体系を、次のよ
うに設定します。
■施策の体系


ᴾ ᴾ 基本
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 一人ひとりが思いやりを持って、‒
理念 お互いを認め合うまちづくりをめざそうᴾ



   【基本目標】      【基本課題】        【施策の方向】



基本目標Ⅰ



共に暮らし、
働きやすい
環境づくり

 



 

基本目標Ⅱ




共に支え合う
地域づくり

１ 政策・方針決定過程
    への女性の参画拡大

  市役所での率先行動の実施
  企業等への啓発活動の推進

 女性の能力発揮の促進
  と環境整備

  職業能力の開発と就業支援の推進
  女性の活躍支援
  働きやすい職場環境づくり

３ 仕事と生活の調和の
推進

  仕事と生活の調和のための職場
環境づくりの推進
  家庭における男女共同参画の推進

４ 地域における男女共同
  参画の推進

  男女が共同してつくる地域社会の
推進
  女性の地域活動への積極参加の推進

５ 地域ぐるみの家庭支援
  体制の充実

  地域で家庭を支える体制づくり
  子育て・高齢者等支援の充実

６ あらゆる暴力の防止

  ＤＶの防止と相談体制の充実
  ＤＶ被害者の安全確保と自立支援
  セクシュアル・ハラスメント、
ストーカー等の防止
  虐待等防止の推進

７ 生涯にわたる健康
づくり支援

  妊娠・出産期等における母子保健
の支援
  生涯にわたる健康の保持増進への
支援

８ 支援を必要とする人の
  福祉の充実

  貧困等支援を必要とする家庭の
支援
  複合的に困難な状況にある人々
への支援

９ あらゆる人の人権尊重と
協働参画の意識づくり

  意識啓発の推進







基本目標Ⅲ

共に健康で安心

して生活できる
 社会づくり



 基本目標Ⅳ

男女共同参画社会

の実現に向けた
意識づくり





基本目標Ⅴ
計画の

 総合的な推進

 男女共同参画の教育・
学習の充実

  男女共同参画の視点に立った教育
の推進
  地域における学習と啓発


 市の率先した男女共同
  参画の推進

  全庁的な体制による推進
  国・県等関係機関との連携


 市民との協働による
  推進の強化

－－

  市民・企業・市民団体等との連携




‒




基本目標Ⅰᴾ 共に暮らし、働きやすい環境づくりᴾ


基本課題１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大















◆主な課題
○「審議会等の委員会の女性の割合」は徐々に高くなっているものの、平成年の
目標％を達成できていないことから、引き続き女性登用を進めること。
○女性管理職（副課長以上）の登用率は、平成年には％となり、朝来市特
定事業主行動計画における数値目標（％以上）も達成していることから、今後
は課長以上の登用率の向上を進めること。
○地域自治協議会活動への女性の参画状況は、女性区長は平成年現在、該当なし
となっていますが、地域自治協議会への女性の参画は進んでいることから、女性
役員の登用率の向上を進めること。
●平成年の市民意識調査結果から、政治の場において「男性優遇」が％で、
前回、前々回調査より上昇していることから、市政をはじめ政治が身近なものに
なる工夫が必要。
○は施策・事業評価等での課題や国の制度・政策動向から
●は平成年７月実施の「朝来市人権についての市民意識調査」及び平成年月実施
 の「朝来市女性の活躍推進に関する市民意識調査」から

 ■議会等、議員への女性の登用状況
㻔㻑㻕





㻟㻜

㻞㻠㻚㻤

㻞㻡㻚㻝

㻞㻢㻚㻞

㻞㻢㻚㻡

㻞㻣㻚㻜

㻞㻢㻚㻥

㻞㻞㻚㻟

㻞㻞㻚㻥

㻞㻞㻚㻢

㻞㻞㻚㻢




㻞㻜

㻞㻝㻚㻠

㻞㻝㻚㻟




㻝㻜




㻝㻡㻚㻜

㻝㻟㻚㻞

㻝㻟㻚㻣

㻝㻠㻚㻠

㻡㻚㻜

㻡㻚㻜

㻡㻚㻢

㻡㻚㻢

㻡㻚㻢

㻡㻚㻢

平成㻞㻠年

㻞㻡年

㻞㻢年

㻞㻣年

㻞㻤年

㻞㻥年




㻝㻠㻚㻣

㻝㻟㻚㻟

㻜

朝来市審議会等登用率

朝来市議員登用率

兵庫県下市町全体審議会等登用率

兵庫県下市町全体議員登用率

       資料：「ひょうごの男女共同参画」（各年４月１日現在）㻌
注）審議会等は地方自治法第㻞㻜㻞条の３に基づくもの㻌



－－
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■朝来市における審議会等、議員への女性の登用状況
㻌 㻌 年次㻌
項目㻌

平成㻞㻠年㻌 平成㻞㻡年㻌 平成㻞㻢年㻌 平成㻞㻣年㻌 平成㻞㻤年㻌 平成㻞㻥年㻌
㻟㻡㻡㻌
㻣㻢㻌
㻞㻜㻌
㻝㻌

審議会等委員数㻌
うち女性委員数㻌
議員定数㻌
うち女性議員数㻌

㻟㻥㻠㻌
㻤㻠㻌
㻞㻜㻌
㻝㻌

㻟㻥㻝㻌
㻤㻣㻌
㻝㻤㻌
㻝㻌

㻟㻥㻣㻌
㻥㻝㻌
㻝㻤㻌
㻝㻌

㻟㻤㻥㻌
㻤㻤㻌
㻝㻤㻌
㻝㻌

㻟㻣㻢㻌
㻤㻡㻌
㻝㻤㻌
㻝㻌

資料：「男女共同参画施策推進状況調査（兵庫県）」（各年４月１日現在）

■朝来市役所の女性管理職（副課長以上）登用状況
年次㻌
項目㻌

平成㻞㻠年㻌 平成㻞㻡年㻌 平成㻞㻢年㻌 平成㻞㻣年㻌 平成㻞㻤年㻌 平成㻞㻥年㻌
㻠㻜㻤㻌
㻝㻝㻣㻌
㻞㻤㻚㻣㻌
㻣㻢㻌
㻝㻞㻌
㻝㻡㻚㻤㻌

全職員数㻌
うち女性職員数㻌
割合（％）㻌
全管理職員数㻌
うち女性管理職員数㻌
割合（％）㻌

㻟㻟㻡㻌
㻝㻝㻤㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻤㻠㻌
㻞㻝㻌
㻞㻡㻚㻜㻌

㻟㻟㻜㻌
㻝㻞㻜㻌
㻟㻢㻚㻠㻌
㻤㻠㻌
㻞㻡㻌
㻞㻥㻚㻣㻌

㻟㻞㻞㻌
㻝㻜㻥㻌
㻟㻟㻚㻥㻌
㻤㻝㻌
㻞㻝㻌
㻞㻡㻚㻥㻌

㻟㻞㻣㻌
㻝㻝㻣㻌
㻟㻡㻚㻤㻌
㻤㻣㻌
㻞㻞㻌
㻞㻡㻚㻞㻌

㻟㻞㻠㻌
㻝㻝㻥㻌
㻟㻢㻚㻣㻌
㻤㻠㻌
㻞㻢㻌
㻟㻜㻚㻥㻌

資料：「男女共同参画施策推進状況調査（兵庫県）」（各年４月１日現在）㻌

■朝来市における地域自治協議会活動への女性の参画状況
年次㻌
項目㻌

平成㻞㻠年㻌 平成㻞㻡年㻌 平成㻞㻢年㻌 平成㻞㻣年㻌 平成㻞㻤年㻌
㻝㻘㻟㻥㻣㻌
㻟㻢㻠㻌
㻞㻢㻚㻜㻌
㻟㻝㻥㻌
㻟㻣㻌
㻝㻝㻚㻢㻌

参画者総数㻌
うち女性参画者数㻌
割合（％）㻌
役員総数㻌
うち女性役員㻌
割合（％）㻌

㻝㻘㻟㻟㻜㻌
㻟㻟㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻟㻞㻢㻌
㻟㻠㻌
㻝㻜㻚㻠㻌

㻝㻘㻟㻠㻜㻌
㻟㻝㻜㻌
㻞㻟㻚㻝㻌
㻞㻣㻟㻌
㻞㻞㻌
㻤㻚㻝㻌

㻝㻘㻠㻠㻜㻌
㻟㻤㻜㻌
㻞㻢㻚㻠㻌
㻞㻢㻟㻌
㻟㻞㻌
㻝㻞㻚㻞㻌

㻝㻘㻢㻠㻢㻌
㻠㻢㻜㻌
㻞㻤㻚㻜㻌
㻞㻡㻥㻌
㻝㻣㻌
㻢㻚㻢㻌

資料：朝来市男女共同参画推進会議資料（平成㻞㻤年）㻌


■民間企業の役職別管理職に占める女性割合の推移／全国

㻔㻑㻕㻌
㻞㻜

㻝㻤㻚㻢
㻝㻡㻚㻟
㻝㻟㻚㻤

㻝㻡

㻝㻞㻚㻠

㻝㻞㻚㻣

㻝㻟㻚㻣

㻝㻠㻚㻠

㻝㻡㻚㻠

㻝㻢㻚㻞

㻝㻜㻚㻤
㻝㻜

㻡㻚㻤

㻢㻚㻡

㻢㻚㻢

㻣㻚㻞

㻤㻚㻝
㻣㻚㻜

㻣㻚㻥

㻤㻚㻡

㻡

㻟㻚㻣

㻠㻚㻝

㻠㻚㻝

平成㻝㻤年

㻝㻥年

㻞㻜年

㻠㻚㻥

㻠㻚㻞

㻡㻚㻝

㻠㻚㻥

㻡㻚㻝

㻞㻟年

㻞㻠年

㻞㻡年

㻝㻣㻚㻜

㻥㻚㻤

㻝㻜㻚㻟

㻢㻚㻜

㻢㻚㻞

㻢㻚㻢

㻞㻢年

㻞㻣年

㻞㻤年

㻥㻚㻞

㻜

係長級

㻞㻝年

㻞㻞年

課長級

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（企業規模㻝㻜㻜人以上）

－－

部長級



◆今後の取組
あらゆる場面における女性の意思決定への参画を進めるため、市自らが男女共同
参画のモデル職場となるよう、女性管理職の登用や職場における意識醸成等を進め
るとともに、審議会等委員会の女性委員の登用を積極的に進めます。
また、企業や各種機関・地域団体等へ、女性の方針決定への積極的な参画を働き
かけるとともに、国や県等の参画に関する情報の提供を行います。

【成果指標】
現状
目標
（平成28年度） （平成34年度）

指標項目
１

審議会等の委員会の女性割合を高める

22.6％

30％

２

市の管理職に占める女性割合を高める

30.9％(H29)

30%以上

３

地域自治協議会に占める女性役員の割合を高める

6.6％

12％

２の参考：平成27年

全国市町12.6％、県内市町14.4％ 兵庫県7.3％
全国都道府県7.7％
兵庫県の目標数値は15.0％（平成32年）

◆施策の方向と内容
施策の方向(１) 市役所での率先行動の実施
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

市政に対する女性意見の反映を進める
継続

①審議会等への女性
の参画の促進

ため、各種審議会、委員会などへの積極
的な登用を進めます。
 審議会等への女性の参画促進
 女性委員のいない審議会等の解消

全課

女性管理職の割合を高めるため、人材
継続

②女性職員の管理職 の育成と登用を進めます。
 女性職員に対する研修の実施
への登用促進
 職場における意識醸成

総務課

施策の方向(２) 企業等への啓発活動の推進
事業
区分

具体的施策
①企業等の女性の意

継続

継続

取組の内容
企業等の女性の役員や管理職への登用

思決定過程への参 を促進するため、啓発活動を進めます。
 国や県の啓発資料、情報等の提供
画の促進
地区役員への女性の登用を促進するた
め、地域自治協議会、連合区長会に働き
②自治会等役員への
かけるとともに、女性に対する啓発を進
積極的登用の推進
めます。
 女性登用の働きかけ

－22－

担当課
人権推進課
経済振興課

総合政策課
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基本課題２ 女性の能力発揮の促進と環境整備


◆主な課題




○女性の能力発揮のための環境整備は、一自治体だけでは取組が難しい分野です



が、関係各課や関係機関と連携して、取組の検討・強化を進めること。



○女性の多様な働き方を支援するための相談、情報提供、スキルアップ支援など、



総合的な取組を進めること。



○平成年９月に、働く場面における女性の活躍を推進するため、「女性活躍推進



法」が施行されたことに伴い、法律の趣旨と社会全体の機運醸成を推進すること。



○女性が活躍できる場を拡大すること。



●職場における男女の地位の平等については、「男性の方が優遇」が調査ごとに低



下しているものの、平成年調査では％となっていて、「平等」は％



であり、依然、男性優遇感が強い。



●平成年調査では、女性が活躍できる職場環境に必要なこととして、「子育て・



介護との両立に職場の支援制度が整っていること」をはじめ、「上司や同僚が、



女性が働くことに理解があること」や「長時間労働の必要がないことや、勤務時



間が柔軟であること」が上位を占める。





◆今後の取組




女性の継続就労、再就職、起業等、多様な選択を支援できるように、関係機関と



連携し、必要な知識や能力を主体的に身につけていくための機会の提供を進めます。



また、市内で活躍する女性の紹介や、交流を通して仲間づくりや新たな活躍の場
の創出につながるように、交流の機会づくりやネットワークづくりを進めます。



さらに、女性活躍推進法の趣旨について理解を深め、市全体で取り組んでいける



ように、市民をはじめ企業や団体等に周知を進めます。




【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

 指標項目
４ 職場における男女の地位の平等感で「平等」と想う人
を増やす
５ 女性のチャレンジ相談の開催を増やす

％

％

２回

３回

 参考：職場における男女の地位について「平等」は、平成年が％、平成年が％
    


 

－－



◆施策の方向と内容
施策の方向 ３  職業能力の開発と就業支援の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

就職・再就職を支援するため、資格取
得や技術の習得のための講座等、学習機
①女性のスキルアッ
継続
会を提供します。
プ支援
 国・県・市のリーフレット等による学習

人権推進課
経済振興課

講座、制度活用等に関する情報提供

公共職業安定所等関係機関と連携し、
継続

②就職・再就職に関 就職・再就職に関する情報の提供を行い
する情報提供
ます。

経済振興課

 関係機関と連携した情報提供

男女を問わず、新しい事業を志す起業
希望者の夢を実現できるよう、交流拠点
新規 ③起業の支援

の活用を進めます。

あさご暮らし
応援課

 起業人財交流拠点#5#)1K0) )CTFGP
-17$#の活用


施策の方向 ４  女性の活躍支援
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

再就職や起業、地域活動に関する情報
はもとより、女性に関するさまざまな情
①あさごチャレンジ
報、相談や助言などコーナーの充実を図
継続
ひろばコーナーの
ります。
充実

人権推進課

 あさごチャレンジひろばコーナーの周知
 関係機関のチラシ等を常設

さまざまな知識や技術等を生涯学習講
座等に生かせる仕組みを検討します。
 また、女性が個性と能力、経験等を十
分に発揮できるよう、農業活動や商工活

継続

②新たな活動の場の
動等、異業種間の交流や情報交換等の機
拡充のための支援
会の提供を図ります。

農林振興課
経済振興課
生涯学習課
農業委員会事務局

 女性及び女性グループの活動支援
 女性の農業委員、農地利用最適化推進委
員への女性の登用の促進

県や商工会、ＪＡ等と連携し、商工業
③自営業における女
や農林水産業等自営業において、女性の
新規
性の経営参画等の
経営への参画や企業活動を支援します。
支援
 経営等にかかる情報提供等支援

－－

農林振興課
経済振興課
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施策の方向 ５  働きやすい職場環境づくり
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

企業等に対して、男女雇用機会均等法
をはじめとする労働関連法の周知を図る
とともに、性別による固定的な役割分担
①企業等への啓発活
継続
意識の解消に向けた啓発に取り組みま
動の強化
す。

人権推進課
経済振興課

 リーフレット等による情報提供
 労働実態に関する情報の収集

企 業 等に 対 し積 極的 改善 （ ポジ テ ィ
ブ・アクション）についての先進的な事
継続

②企業等に対する情 例を紹介するとともに、従業員の能力開
報提供の実施
発のための先進的な事例を紹介するなど
の情報提供を行います。
 リーフレット等による情報提供







－－

人権推進課
経済振興課

基本課題３ 仕事と生活の調和の推進



◆主な課題



○啓発については、目的意識と効果を明確にし、関係課とも連携して実施すること。



○講座等については、目的に合わせて男女が共に参加できるように、ＰＲ方法や団



体への働きかけ、開催時間等を工夫するとともに、関係課と連携して出前講座の







中での理解啓発を進めること。
○「仕事と生活の調和」は企業等の協力なしには進まないため、国や県の制度等の
活用について、積極的に企業等に働きかけること。
●平成年の市民意識調査から「仕事と生活の調和」について、「言葉も内容も知
っている」は％、一方、
「言葉も内容も知らない」は％で、周知が依然



必要。



●平成年の市民意識調査から、仕事と家事や育児、介護などを共に担う社会の実



現に「有効」は、
「育児・介護を支援するサービスの充実」が％を超えて高い。



●平成年の市民意識調査から、家庭における役割の希望で、主として妻の割合が



高い【洗濯・家の掃除】や【食事の支度】
【日常の家計管理】について、５年前の



調査と比べて大きく低下し、
「夫婦同程度」が高くなっていることから、このよう



な結果を活用しながら、「仕事と生活の調和」についての啓発が必要。




■朝来市・兵庫県・全国の女性の年齢５歳階級別 就業率
㻔％㻕㻌

㻥㻜

㻤㻝㻚㻠
㻤㻜

㻣㻡㻚㻠

㻣㻠㻚㻤

㻢㻤㻚㻞 㻢㻤㻚㻞

㻢㻥㻚㻠

㻢㻢㻚㻤
㻢㻟㻚㻟

㻡㻤㻚㻢

㻢㻜

㻡㻣㻚㻣

㻢㻡㻚㻤

㻢㻜㻚㻣

㻤㻜㻚㻥

㻣㻡㻚㻥

㻣㻡㻚㻣
㻣㻤㻚㻝

㻣㻜㻚㻜
㻣㻜

㻤㻟㻚㻞

㻣㻜㻚㻠

㻢㻠㻚㻝

㻣㻤㻚㻠
㻣㻜㻚㻟

㻢㻣㻚㻥
㻢㻡㻚㻜

㻢㻣㻚㻥

㻣㻣㻚㻣
㻣㻜㻚㻟

㻢㻣㻚㻣

㻢㻣㻚㻞
㻢㻡㻚㻜
㻢㻝㻚㻜

㻢㻜㻚㻠

㻡㻟㻚㻟
㻠㻥㻚㻝

㻡㻜

㻠㻢㻚㻢
㻠㻟㻚㻥

㻠㻜

㻟㻜

㻞㻜

㻝㻞㻚㻥
㻝㻜

㻤㻚㻥

㻝㻡㻚㻥

㻝㻞㻚㻞

㻥㻚㻜

㻝㻠㻚㻣
㻝㻟㻚㻠

㻝㻝㻚㻟

㻜

㻝㻡～㻝㻥歳 㻞㻜～㻞㻠歳 㻞㻡～㻞㻥歳 㻟㻜～㻟㻠歳 㻟㻡～㻟㻥歳 㻠㻜～㻠㻠歳 㻠㻡～㻠㻥歳 㻡㻜～㻡㻠歳 㻡㻡～㻡㻥歳 㻢㻜～㻢㻠歳 㻢㻡歳以上

全国（平成㻞㻣年）

兵庫県㻔平成㻞㻣年）

資料：国勢調査（両年 㻝㻜 月１日）

－－

朝来市（平成㻞㻣年）

朝来市（平成㻞㻞年）
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◆今後の取組




市民、企業等と一体となって「仕事と生活の調和」を進めるため、その趣旨等に



ついての普及・啓発を強化するとともに、企業等と協働した働き方の見直しや子育



てしやすい環境づくりを進めます。
また、男女が共に「仕事と生活の調和」を図れるように、男性の家事・育児・介



護等への主体的な関わりを進めます。


 

 【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
６ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」
について「言葉も内容も知っている」人を増やす

％

％

 


 ◆施策の方向と内容
施策の方向 ６  仕事と生活の調和のための職場環境づくりの推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

①企業への仕事と生
継続
活の調和に向けた
啓発

担当課

「仕事と生活の調和」の考え方や取組
を普及するため、県の制度等による表彰

人権推進課

企業の情報提供を行います。

経済振興課

 広報紙やホームページ等による情報提供

育児・介護休業法についての情報提供
を行い、制度の普及・啓発に努めます。
また、労働時間の短縮など、多様かつ
継続 ②制度の周知・普及 柔軟な働き方が選択できる制度の普及・
啓発を進めます。
 広報紙やホームページによる啓発
 企業等への啓発







－－

人権推進課
経済振興課

施策の方向 ７  家庭における男女共同参画の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

家庭内での男女平等・男女共同参画意
識を育むため、また、家事・育児・介護
などは男女が共に担い、かつ、責任も分
①広報・啓発活動の かち合うという認識を浸透させるための
継続
推進
広報・啓発活動を推進します。

人権推進課
社会福祉課
高年福祉課
地域医療・健康課
学校教育課

 広報紙、ホームページ等による啓発

生涯学習課

 子育て学習センター事業の充実

こども育成課

 各種講座を通じての啓発

家事・育児・介護などの家庭生活にお
ける責任が共に果たせるよう、研修会や
体験学習など学習できる場や機会を充実
②男女共同参画の考 します。
えに基づく家庭づ  保健体育、家庭科、道徳、特別活動にお
継続
ける学習の推進
くりのための学習
 福祉体験学習等における体験的活動の実
機会の提供
施

人権推進課
高年福祉課
地域医療・健康課
学校教育課
生涯学習課
こども育成課

 出前講座の開設
 まちの子育て広場事業の充実
 母子健康手帳、父子健康手帳の交付

日常生活における自立が自らできるよ
継続 ③日常生活自立支援

う、男性を対象とした教室・講習会を開
催します。
 料理教室等の開催









－－

高年福祉課
地域医療・健康課
生涯学習課
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基本目標Ⅱᴾ 共に支え合う地域づくりᴾ


基本課題４ 地域における男女共同参画の推進




















◆主な課題
○少子高齢化の進行、人口減少の中で、地域共生社会づくりが求められていること。

 「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」と
いう関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人
と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひと
りの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会。
○その一環として、介護保険分野では、地域住民による介護予防活動や生活支援の
取組体制の構築が進められ、男女の協働の取組の推進が必要。
○災害発生時等女性の視点からみた防災体制のあり方など、今後、ますます男女が
協働して取り組む支え合いのまちづくりの推進が必要。
○生野マルシェの取組や小・中学校での読み聞かせなど、女性団体の活動を把握し、
広く周知するとともに、活動の促進を図るため支援すること。
●平成年の市民意識調査結果から、地域活動での男女の協力状況について「それ
ぞれの持ち分を分担し、協力しあっている」が％で、前回調査より若干低下
していることから、男女がお互いに協力しあっていると実感できる地域活動の取
組を進めることが必要。

■朝来市の年齢３区分別人口及び高齢化率の推移
㻔人㻕㻌

㻔㻑㻕㻌

㻌 㼚㼕㼚
㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㼚㻌 㻌

㻟㻡
㻌 㼚㼕㼚
㼚㻌 㻌

㻠㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻝㻚㻞

㻟㻝㻚㻥

㻞㻥㻚㻡

㻞㻥㻚㻣

㻟㻜㻚㻞

㻟㻟㻘㻡㻣㻠

㻟㻟㻘㻞㻡㻞

㻟㻟㻘㻜㻣㻢

㻟㻞㻘㻡㻝㻣

㻟㻞㻘㻝㻟㻝

㻥㻘㻤㻥㻞

㻥㻘㻥㻤㻟

㻝㻜㻘㻝㻠㻜

㻝㻜㻘㻞㻠㻢

㻥㻘㻥㻜㻝

㻟㻞㻚㻤

㻟㻟㻚㻝

㻞㻤
㻟㻝㻘㻢㻢㻤

㻟㻝㻘㻞㻣㻝
㻞㻝

㻝㻜㻘㻟㻣㻢

㻝㻜㻘㻟㻡㻣

㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻠
㻝㻥㻘㻠㻝㻞

㻝㻥㻘㻝㻡㻜

㻝㻤㻘㻥㻤㻡

㻝㻤㻘㻟㻤㻟

㻝㻣㻘㻥㻣㻜

㻝㻣㻘㻠㻤㻣

㻝㻣㻘㻝㻢㻡

㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻜

㻣
㻠㻘㻞㻢㻝

㻠㻘㻞㻝㻜

㻠㻘㻝㻜㻤

㻟㻘㻥㻥㻠

㻟㻘㻥㻝㻡

㻟㻘㻤㻜㻡

㻟㻘㻣㻠㻥

平成㻞㻟年

㻞㻠年

㻞㻡年

㻞㻢年

㻞㻣年

㻞㻤年

㻞㻥年

㻜～㻝㻠歳

㻝㻡～㻢㻠歳

㻢㻡歳以上

資料：高年福祉課調べ（各年㻟月末現在）

－－

総人口

高齢化率

㻜





◆今後の取組


本市では、少子高齢化が急速に進行し、人口減少も進むなか、地域創生戦略によ



る新たな地域づくりが求められています。また、地域の福祉をはじめとする課題を



『我が事』として受け止め、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながる地








域共生社会づくりが求められ、性別を超えて共に参画する事が重要です。
そこで、地域の課題解決に向けて男女が共に持てる能力を十分に発揮し、活動で
きる地域づくりを進めます。


 【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
７ 男女共同参画にかかる市民団体等数を増やす

８団体

団体

８ 地域活動での男女の協力状況について、「それぞれの
持ち分を分担し、協力しあっている」割合を高める

％

％



 ◆施策の方向と内容
施策の方向 ８  男女が協働してつくる地域社会の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

共生社会の構築が求められているなか
で、男女が共に身近な地域でコミュニテ
継続

ィの活動や地域福祉活動等に参加するよ 総合政策課
①地域活動への男女
う、共生社会についての啓発を進めます。 人権推進課
共同参画の推進
 広報紙等による啓発

地域振興課

 出前講座の開催
 区長会等を通じた参加への働きかけ

地域自治協議会など自主的・公益的な
まちづくり活動を支援するとともに、人
継続

②市民活動の育成・
支援

材育成に努めます。
また、市民の主 体的な 市民活動の育

総合政策課
地域振興課

成・支援を進めます。
 地域自治協議会の活動支援
 あさごラボの開催

防災に関する政策や方針決定の場への
継続

③男女共同参画の視 女性の参画を進め、防災・減災活動や災
点に立った地域防 害時の避難所のあり方等に女性の視点を
災体制の推進
取り入れるようにします。
 市民の防災意識の高揚

－－

防災安全課




事業
区分

具体的施策

取組の内容

③男女共同参画の視  自主防災組織の取組の支援
点に立った地域防  女性の防災リーダーの育成
継続
 防災会議への女性の参画促進
災体制の推進
（つづき）

第３章䢢 施策の展開䢢
担当課

防災安全課

青少年の地域における多彩な体験活動
を通じて、地域貢献の意識を高め、将来

新規

の朝来市を担う人財の育成に取り組みま

あさご暮らし

す。

応援課

④将来の地域の担い
また、男女が協働して地域づくりに取
手育成
り組む意識を育めるよう、小中高生に対
する研修を進めます。
 小中学生対象の自然体験教室など

生涯学習課
地域振興課
総合政策課
学校教育課

 中高生生徒会リーダー研修
 ＡＳＡＧＯｉＮＧ 7ゼミ



施策の方向 ９  女性の地域活動への積極参加の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

自治会活動や役員への女性の参画を促
①自治会等役員への
継続
女性の積極的登用 進できるよう、啓発の強化を図ります。
の推進
 自治会役員への女性の登用の促進

担当課

総合政策課

女性団体・ＮＰＯなど、男女共同参画
や地域づくり活動を考えるグループの育
成・支援を行うとともに、団体・グルー
プに対する研修を通じて、女性の地域活
②地域活動を行う女
継続
性団体・グループ 動、自治会活動への積極的な参加を促進
します。
の育成・支援
 女性団体ネットワーク会議、生野マルシ
ェ等女性中心の市民グループの活動推進
 子育てサークル活動の育成・支援
 市民活動を促進する事業の展開








－－

総合政策課
こども育成課
地域振興課

基本課題５ 地域ぐるみの家庭支援体制の充実





◆主な課題
○ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者、ひとり親家庭など、支援
を必要とする人や家庭が増加し、地域の中でお互いに見守り、支え合う関係づく





りを進めることが必要。
○核家族化が進む中で、母親が子育ての悩みを抱えたまま、家庭や地域で孤立する
ことがないようにすることが必要。




■高齢者世帯の推移／朝来市    ■ひとり暮らし高齢者の性別構成
（世帯）

㻢㻘㻜㻜㻜

㻠㻘㻜㻜㻜

㻞㻘㻜㻜㻜

㻢㻘㻞㻣㻠

㻢㻘㻟㻜㻢

㻢㻘㻠㻤㻢

㻝㻘㻜㻤㻠

㻝㻘㻞㻟㻞

㻝㻘㻠㻞㻥

㻝㻘㻡㻢㻜

㻝㻘㻡㻥㻣

㻝㻘㻣㻟㻤

㻟㻘㻢㻟㻜

㻟㻘㻠㻣㻣

㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

朝来市

㻞㻥㻚㻣㻌

㻣㻜㻚㻟㻌

兵庫県

㻟㻜㻚㻟㻌

㻢㻥㻚㻣㻌

全国

㻟㻞㻚㻡㻌

㻢㻣㻚㻡㻌

㻝㻜㻜㻑

㻟㻘㻟㻝㻥

㻜
平成㻝㻣年
同居等

夫婦

㻞㻞年
ひとり暮らし

㻞㻣年
高齢者世帯総数

男性



資料：各年国勢調査（㻝㻜月１日現在）㻌
注）夫婦はどちらかが㻢㻡歳以上の世帯㻌

女性

㻌

資料：平成㻞㻣年国勢調査（㻝㻜月㻝日現在）


■要介護等認定者数の推移
㻔人㻕㻌
㻌 㼚㼕㼚㼚㻌 㻌

㻞㻘㻡㻜㻜

㻞㻘㻜㻠㻤
㻞㻘㻜㻜㻜

㻞㻣㻥
㻞㻠㻞

㻝㻘㻡㻜㻜

㻞㻟㻟
㻟㻞㻠

㻞㻘㻝㻟㻤

㻡㻜㻜

㻞㻞㻞

㻞㻘㻟㻜㻥

㻞㻘㻞㻤㻠

㻞㻣㻢

㻞㻡㻜

㻞㻡㻣

㻞㻟㻟

㻞㻢㻢

㻝㻥㻤

㻝㻤㻝

㻞㻣㻟

㻞㻢㻝

㻠㻤㻤

㻠㻣㻞

㻞㻝㻞

㻞㻜㻢

㻞㻞㻤

㻡㻡㻢

㻢㻟㻜

㻢㻤㻥

㻣㻟㻠

㻢㻞㻣

㻞㻡年

㻞㻢年

㻞㻣年

㻞㻤年

㻞㻥年

㻞㻥㻟

㻞㻡㻥

㻞㻢㻣

㻝㻤㻞

㻞㻜㻠

㻞㻣㻠

㻞㻥㻞
㻠㻣㻡

㻝㻘㻜㻜㻜
㻠㻟㻟

㻞㻘㻠㻞㻡

㻞㻘㻟㻟㻞

㻞㻘㻞㻟㻠

㻠㻠㻤
㻞㻝㻞

㻞㻠㻟

㻞㻟㻣

㻞㻡㻥
㻝㻤㻤
㻞㻡㻠

㻟㻜㻣
㻞㻜㻤
㻞㻝㻤

㻡㻝㻥
㻡㻜㻞
㻞㻝㻜

㻞㻜㻤

㻟㻝㻡

㻠㻞㻢

平成㻞㻟年

㻞㻠年

㻜
要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

資料：高年福祉課調べ（各年㻟月末現在）

－－

要介護３

要介護４

要介護５

総数
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■障害者手帳所持者数の推移／朝来市
（人）

㻥㻞

㻞㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻥

㻞㻘㻞㻠㻣

㻞㻘㻞㻟㻜

㻞㻘㻝㻟㻞

㻞㻘㻝㻜㻢

㻞㻘㻜㻣㻥

㻝㻝㻤

㻞㻘㻝㻣㻡
㻝㻝㻠

㻝㻝㻣
㻞㻤㻜

㻞㻢㻢

㻞㻞㻤

㻞㻟㻣

㻞㻡㻠

㻝㻘㻣㻡㻥

㻝㻘㻣㻢㻜

㻝㻘㻣㻢㻜

㻝㻘㻤㻠㻣

㻝㻘㻤㻡㻟

平成㻞㻝年度

㻞㻞年度

㻞㻟年度

㻞㻠年度

㻞㻡年度

㻞㻘㻝㻞㻠
㻝㻜㻡

㻞㻤㻣

㻞㻘㻜㻥㻞
㻝㻝㻜

㻝㻝㻡

㻟㻜㻠

㻟㻞㻝

㻝㻘㻣㻤㻟

㻝㻘㻣㻝㻜

㻝㻘㻢㻡㻢

㻞㻢年度

㻞㻣年度

㻞㻤年度

㻜
身体障害者

知的障害者

精神障害者

手帳所持者総数


資料：朝来市社会福祉課調べ（各年度３月末現在）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌





■ひとり親世帯数の推移／朝来市
（世帯）

㻝㻡㻟
㻝㻡㻜

㻝㻜㻜

㻡㻜

㻝㻟㻟
㻝㻜㻢㻌

㻝㻜㻟㻌

㻝㻞㻌

㻞㻜㻌

㻥㻠㻌

㻝㻟

㻝㻣㻞

㻝㻢㻝

㻞㻡

㻝㻠

㻝㻥

㻝㻠㻜

㻝㻠㻣

㻝㻠㻣

㻝㻣年

㻞㻞年

㻞㻣年

㻝㻝㻠
㻤㻟㻌

㻜
平成２年

７年

㻝㻞年

母子世帯

父子世帯

資料：各年国勢調査（㻝㻜月１日現在）






 




－－

総数





◆今後の取組


１世帯当たりの人員が減少し、家庭のみによる子育てや介護を担うことが難しい



状況になっているなかで、誰もが住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、男



女が共に日常生活能力を高めるとともに、相互に支え合う家庭や地域づくりを促進



します。 








 【成果指標】
  指標項目
９ 認知症サポーター養成講座の受講人数を増やす
  朝来安心見守り事業の登録事業所数を増やす

現状
目標
（平成年度）
（平成年度）
回
回
人
人
事業所

事業所



 ◆施策の方向と内容
施策の方向   地域で家庭を支える体制づくり
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

 地域で支援を必要とする人や家庭を地
域住民が相互に見守り、支え合うため、
地域共生社会の構築をめざす地域福祉を
新規 ①地域福祉の推進

推進します。

社会福祉課
高年福祉課

 地域共生社会についての意識啓発
 地域の課題等解決のための地域福祉の推
進

健康づくりや介護予防、生活支援など
②住民組織体制づく
新規
り

を地域住民等と一体になって進めるた
め、地域での支援体制づくりを進めます。 高年福祉課
 向こう三軒両隣会議
 あさごいきいき百歳体操







－－
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施策の方向   子育て・高齢者等支援の充実
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

子育てや虐待に関する不安や悩みへの
きめ細かな対応を図るため、児童相談体
制を強化するとともに、子育て中の親子
が気軽に集い、仲間づくりを通して子育
①子育てに関する不 ての相談や情報交換が行える場の充実に
継続
安や悩みへの対応 取り組みます。
 子育て相談体制の強化

社会福祉課
こども育成課
地域医療・健康課

 まちの子育てひろば事業の充実
 子育て世代包括支援センターの総合相談
 産前・産後サポート事業

子どもが病気になっても安心して預け
られる体制を整備します。
また、小学校の余裕教室等を活用した
放課後児童クラブの開設など、就労等に
継続 ②子育て支援の充実 より昼間保護者がいない児童に適切な遊

こども育成課

びや生活の場を提供し、健全な育成を図
ります。
 病児・病後児保育サービス
 放課後児童クラブの充実

認知症高齢者の増加に対応し、地域、
企業、行政等が一体となって、認知症の
人とその家族を支援する気運を醸成し、
新規 ③高齢者支援の充実 容態の変化に応じて切れ目なく支える地
域づくりを推進します。
 認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネット
ワークの構築
 認知症サポーター養成講座








－－

高年福祉課

基本目標Ⅲᴾ 共に健康で安心して生活できる社会づくりᴾ


基本課題６ あらゆる暴力の防止


◆主な課題




○ＤＶ防止に向け、引き続き市民をはじめ学校や保育所（園）、幼稚園、こども園



に対する啓発、教育の推進が必要。



○関係機関（警察等）とは連携が取れるようになってきたが、今後は医療機関との



連携について協議が必要。



○セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの啓発については、ジョブ



サポあさごの開設に伴い、情報提供業務（企業へのメルマガ等）の中に盛り込む



など、効果的な啓発の検討が必要。



○児童虐待、高齢者虐待等についても、民生委員・児童委員、人権擁護委員、医療



機関、警察、高齢者施設、学校や保育所（園）、こども園などとの連携により、



早期の発見や対応を行うための体制の充実や総合的な支援の取組が必要。



●ＤＶ防止法やＤＶ、デートＤＶについて、平成年市民調査では「言葉も内容も



知っている」率が前回調査より高くなっていることから、引き続き啓発を進める










こと。
●男女共に言葉による暴力が前回調査より高くなっていることから、暴力の内容に
ついての理解をさらに深めていくこと。
●平成年市民意識調査から、問題があると思う女性の人権に関することで、「ス
トーカー、ちかん行為」が３番目に高く、ストーカーに対する啓発についても取
組が必要。

■朝来市のＤＶ相談延べ件数の推移
（件）

㻢㻜

㻠㻜

㻡㻜
㻞㻜

㻜

㻞㻜

㻝㻤

㻝㻡

㻞㻞年度

㻞㻟年度

㻞㻡

㻞㻜

㻝㻤

㻞㻣年度

㻞㻤年度

㻡㻌

㻞㻌
平成㻞㻜年度 㻞㻝年度

㻞㻠年度

㻞㻡年度

㻞㻢年度

資料：兵庫県調べ㻌
注）平成㻞㻠年度は１人当たりの相談回数が多かったため、件数として大きく増加 



－－
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■朝来市の児童虐待相談延べ件数の推移   ■朝来市の高齢者虐待の相談者数（実数）
（件）

（人）

㻤㻜

㻤㻜

㻢㻜

㻢㻜

㻠㻜
㻢㻤

㻠㻜

㻣㻟

㻞㻜

㻟㻢

㻞㻜

㻠㻜

㻟㻞
㻞㻜

㻝㻡

㻞㻢

㻞㻝

㻞㻣年度

㻞㻤年度

㻜

㻜
平成㻞㻠年度

㻞㻡年度

㻞㻢年度

㻞㻣年度

㻞㻤年度



平成㻞㻡年度

㻞㻢年度



資料：社会福祉課調べ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 資料：高年福祉課調べ㻌





◆今後の取組


ＤＶや各種のハラスメント、ストーカー、児童・高齢者の虐待等、重大な人権侵



害であるあらゆる暴力の根絶に向けて、県をはじめ警察や医療機関、関係課、地域



団体等と連携し、暴力の防止に向けた啓発や相談対応、生活支援など、総合的な取



組を進めます。






 【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
 ＤＶの認知率を高める

％

％

 デートＤＶの認知率を高める

％

％

 ＤＶの体験を「どこにも相談しなかった」割合を減
らす

％

％

 こんにちは赤ちゃん事業の実施率を高める

％

％












－－




◆施策の方向と内容

施策の方向   ＤＶの防止と相談体制の充実
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

市民がＤＶについて正しく理解できる
よう、啓発や情報提供を進めます。また、
医療関係者、民生委員・児童委員等に対
継続 ①啓発の推進

し、ＤＶに関する情報提供や研修会等を

人権推進課

実施します。

社会福祉課

 ＤＶ相談ナビに関する広報用携帯カード
の設置
 女性に対する暴力をなくす運動の推進

児童・生徒との発達段階に応じて、人
権尊重を根底に男女平等、男女共同参画
に関する教育・啓発を進めます。
②学校における教育
また、中高生を対象に、引き続きデー
継続
・啓発
トＤＶ防止のための教育・啓発を行いま

人権推進課
学校教育課


す。
 学校等職員に対する研修会
 中高生等に対する教育・啓発

ＤＶを早期に発見し対応するため、民
③ＤＶ被害の早期発
継続
見

生委員・児童委員、人権擁護委員、医療
機関、警察など関係機関との連携強化を
図ります。

人権推進課
社会福祉課

 民生委員・児童委員に対する啓発

ＤＶに関して男女を問わず、安心して
適切な相談が行えるよう、相談員の専門
性の向上を図るとともに、県の関係機関
や市の関係課との連携の充実を図ります。
継続 ④相談体制の充実

 フェミニストカウンセラーによる女性の
悩み相談
 但馬地域ＤＶネットワークや県の関係機
関との連携
 職員に対するＤＶ等に関する理解や二次
的被害防止のための研修等の開催







－－

人権推進課
社会福祉課
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施策の方向   ＤＶ被害者の安全確保と自立支援
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

緊急時の一時保護について、警察や県
など関係機関と連携を図りながら、迅速
継続 ①緊急時の安全確保

な対応を行うとともに、被害者の個人情
報管理の徹底に努めます。

社会福祉課

 関係課に対する情報管理・提供の徹底に
ついての研修

&8被害者の生活支援、就業支援、住宅
確保、子どもの就学などについて、関係
部署や県等の関係機関と連携し、個々の
②被害者の状況に対
継続
状況に応じたきめ細かな支援を行いま
応した支援の充実
す。
 関係部署や関係機関との連携
 個人情報管理の徹底

社会福祉課

ひとり親家庭等が、支援制度やサービ
ス等を必要な時に利用することができる
よう、各種制度や窓口等の周知・広報を
継続 ③情報提供の充実

行います。

社会福祉課

 広報紙やホームページ等を活用した情報
の提供

 母子・父子自立支援員、民生委員・児童
委員等による情報の提供
被害者に対して、医師、保健師、心理
士、母子・父子自立支援員、家庭相談員
等による心理・社会的ケアの充実を図り
ます。
また、学校等と連携し、ＤＶ家庭の子
継続 ④心のケアの充実

高年福祉課

どもに対して、継続的なサポートの充実

地域医療・健康課

を図ります。

学校教育課

 「こころのケア相談」の周知

こども育成課

 関係機関との連携による、専門的な相談
対応

 被害者及び同伴児童への継続的なケアの
推進




社会福祉課



－－

施策の方向   セクシュアル・ハラスメント、ストーカー等の防止
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

セクシュアル・ハラスメント、パワー・
①関係機関との連携
継続
強化と啓発活動の
実施

ハラスメントの防止を図るため、関係機関
との連携を強化し、研修の開催をはじめ、
あらゆる機会を通じて啓発を推進します。

人権推進課
経済振興課

 広報等による啓発

セクシュアル・ハラスメント、パワー・
ハラスメントをはじめとするさまざまな
②雇用・労働問題に
継続
関する相談機会の
提供

労働問題等の解決に向けて、関係機関と
連携し相談機会を提供するとともに、相
談窓口等の情報提供を行います。

人権推進課
経済振興課

 女性の悩み相談の開設
 相談機関についての情報提供

早期の段階で被害者等が関係機関につ
ながることができるよう、相談窓口の充
実と周知を図ります。
また、被害者等の適切な避難等に係る
新規

③ストーカー対策の
推進

支援を推進するため、被害者情報の保護
の徹底を図るとともに、関係機関や関係

社会福祉課
人権推進課

課との連携を推進します。
 相談対応の充実
 被害者情報の保護の徹底
 被害者等の適切な避難等に関する支援の
推進


施策の方向   虐待等防止の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

あらゆる人々に、暴力や虐待行為とは
どのようなことかを理解してもらうとと
もに、その行為が人権にかかわる問題で
あるとの認識を広く浸透させ、あらゆる
暴力・虐待行為を許さない社会意識の醸
①児童、高齢者、障 成に向け、啓発活動を推進します。
継続
害者等に対する虐  人権週間等による啓発（広報紙掲載、パ
待防止対策の推進
ンフレット配布等）


人権推進課
社会福祉課
高年福祉課

 児童虐待防止月間による啓発（パンフレ 地域医療・健康課
ット、啓発物品の配布等）
 乳幼児健診時にチラシの配布
 高齢者虐待防止についての啓発（広報紙
掲載、パンフレット配布、研修会の開催）

－－




事業
区分

具体的施策

取組の内容
民生委員・児童委員、人権擁護委員、

継続

②関係機関との連携
の推進

担当課
防災安全課

医療機関、警察等市内の関係機関及び県

人権推進課

等との連携を強化し、防犯体制、問題の

社会福祉課

未然防止、早期発見、支援体制の構築を

高年福祉課

めざします。また、加害者の更生につい

地域医療・健康課

ても連携を推進します。

学校教育課

 民生委員・児童委員、警察等との連携

こども育成課
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－－

基本課題７ 生涯にわたる健康づくり支援
























◆主な課題
○高齢化に伴い心身機能の低下は避けられないものの、男女共に健康づくりや介護
予防を進め、健康寿命の延伸を図ることが必要。
○特に女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期等、生涯にわたって男性と
は異なる健康上の問題に直面します。特に高齢化とともに、筋骨格系の病気や転
倒・骨折などをきっかけに要介護状態に陥ることが多いことから、骨粗しょう症
の予防や筋力アップなどの機会の提供が必要。
○糖尿病、高血圧、心筋梗塞などの生活習慣病予防に取り組むことが必要。
○趣味や生きがいを持つとともに、地域での交流や世代間交流を図り、生きがい活
動や介護予防活動などを促進することが必要。
○本市は兵庫県や但馬圏域の中でも自殺率が高いことから、こころの健康づくりの
推進や悩みの相談対応の充実が必要。
●平成年３月実施の一般高齢者及び要支援認定者に対するニーズ調査から、介護
や介助が必要になった原因のトップ５は、「骨折・転倒」「心臓病」「高齢による
衰弱」「関節の病気（リウマチ等）」「脳卒中（脳出血・脳梗塞）」「認知症（アル
ツハイマー病等）」で、生活習慣病の予防や介護予防の一層の推進が必要。
●平成年４月実施の～歳の市民対象の健康に関するアンケート調査から、
悩みやストレスで困った時に相談できる場所を「知っている」が％、一方「知
らない」が％で、相談先の周知が必要。

■一般高齢者及び要支援認定者の介護・介助が必要になった原因
㻜

㻝㻜

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

㻞㻜

㻌 㼚㼕㼚㼚㻌 㻌

心臓病

腎疾患（透析）

㻝㻟㻚㻥

㻝㻝㻚㻠
㻤㻚㻠
㻞㻚㻠
㻣㻚㻤
㻟㻚㻜
㻢㻚㻢
㻝㻥㻚㻥
㻟㻚㻜

高齢による衰弱
その他
わからない

㻌
㼚㼕㼚㼚㻌

㻟㻚㻢

視角・聴覚障害
骨折・転倒
脊椎損傷

（回答数：㻝㻢㻝）㻌

㻢㻚㻜

認知症（アルツハイマー病等）
パーキンソン病
糖尿病

㻠㻜 㻔㻑㻕㻌

㻤㻚㻠

がん（悪性新生物）
呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）
関節の病気（リウマチ等）

㻟㻜

㻝㻟㻚㻥
㻝㻟㻚㻟
㻟㻚㻢

無回答

㻞㻝㻚㻝

資料：高齢者ニーズ調査（平成㻞㻥年３月実施）㻌

－－






◆今後の取組



女性の妊娠・出産期における一貫した母子保健サービスの提供を進めるとともに、



男女が共に健康寿命の延伸を図れるよう、人生の各段階に応じた適切な健康の保持
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増進を、地域と一体となって進めます。

【成果指標】
現状
目標
（平成年） （平成年）

  指標項目
 乳幼児健診の受診率を高める

％

％

 乳がん検診の受診率を高める
子宮頸がん検診の受診率を高める
 健康教育参加人数・健康相談利用人数・訪問指導人数
を増やす

％
％

％以上

人

人

 ゲートキーパー養成講座の受講人数を増やす

回
人

人

 健康づくりポイント事業の寄附交換申請者割合を高
める

％

％

※、の目標については、健康あさご「第次朝来市健康増進計画」平成年度目標値


 ◆施策の方向と内容
施策の方向   妊娠・出産期等における母子保健の支援
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

妊娠から出産・子育てまで、不安なく
行えるよう、切れ目のない相談・支援体
制の充実を図ります。
また、不妊・不育治療に関する相談のほ
継続

①母性保護と母子保
健対策の充実

か、経済的負担の軽減など、不妊・不育に

地域医療・健康課

悩む夫婦の支援を図ります。
 産後ケア事業の実施
 妊婦健康診査費助成事業の実施
 乳幼児健診、育児相談、食育教室等の開催
 子育て世代包括支援センターの総合相談他

ライフステージに応じて見られる女性
特有の疾病などの知識を深めるととも
②ライフステージご
継続
との女性の健康づ
くりの推進

に、健康診査受診体制整備などを推進し
地域医療・健康課

ます。
 乳がん・甲状腺検診の実施
 子宮がん検診の実施
 骨粗しょう症の健診の促進

－－

施策の方向   生涯にわたる健康の保持増進への支援
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

男女が生涯にわたり、自ら健康づくり
に取り組めるよう、地域や企業と一体と
なった体制の強化を図ります。
また、生活習慣病予防対策の一環とし
①生涯にわたる健康
高年福祉課
継続
て、健診の有用性や健診時期等について
づくり事業の展開
地域医療・健康課
の周知を図り、健診の受診を促進します。
 健康づくりポイント事業の推進
 あさごいきいき百歳体操等介護予防の推進

 男性栄養教室
こころの健康を保持するため、こころ
の健康づくりに関する正しい知識 の普
及・啓発とともに、自殺予防に関する講
座やパンフレットを活用した啓発、相談
②こころの健康づく
継続
りと自殺対策の推
進

窓口の周知等自殺対策の総合的な取組の
強化を図ります。

地域医療・健康課

 講演会・出前講座の開催
 こころのケア相談の実施
 自殺対策事業の実施
 自殺対策庁内連絡会議の開催
 ゲートキーパー養成講座の開催

喫煙や過度の飲酒は、特に妊産婦等に
悪影響を及ぼすことから、禁煙支援や受
動喫煙対策に取り組みます。
また、ＨＩＶ／エイズ、性感染症等の感
新規

③健康被害への対策
の推進

染症は、特に女性にとって母子感染や不妊

地域医療・健康課

症の原因になるおそれがあることから、正
しい知識や認識の普及・啓発を図ります。
 禁煙支援や受動喫煙対策の推進
 ＨＩＶ／エイズや性感染症等の感染症に
関する正しい知識の普及・啓発

医療に係る広報・啓発活動を推進する
とともに、関係機関と連携し公立病院の
医師確保を図り、市民の医療ニーズに応
継続

④地域医療体制の充
実

じた地域医療体制の充実に努めます。
また、救急医療体制の充実にも努めま
す。
 あさご健康医療電話相談ダイヤル２４の
実施


－－

地域医療・健康課



第３章䢢 施策の展開䢢



基本課題８ 支援を必要とする人の福祉の充実



◆主な課題



○子どもの貧困をはじめ、ひとり親家庭等生活上の困難を抱える家庭に対する総合



的な支援が必要。



○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「障害者雇用促進法の一



部を改正する法律」の一部施行（共に平成年月施行）など、障害のある人に関



する法律の改正等が進んでいますが、障害のある人の自立と社会参加を促進する



ための一層の取組が必要。



○性同一性障害等、性別に起因する困難な状態に置かれた人に対する理解促進が必




要。



  ◆今後の取組

経済情勢の厳しさや労働環境・家族形態の多様化を背景に、ひとり親家庭、ひと



り暮らし高齢者等、生活上の困難におちいりやすい家庭が増加していることから、



自立に向けた総合的な支援を進めます。



また、高齢者であること、障害があることなどに加え、さらに女性であることに



より複合的に困難な状況に置かれているケースがあることなどに留意し、男女共同



参画の視点から、多様性を踏まえた人権教育を推進します。





【成果指標】
現状
目標
（平成年） （平成年）

  指標項目
 ひとり親家庭等の就労支援件数を増やす







－－

件

件

 ◆施策の方向と内容
施策の方向   貧困等支援を必要とする家庭の支援
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

経済的に厳しい状況に置かれたひとり
親家庭・多子世帯等の自立を応援するた
め、支援を必要とする家庭に対し、関係
機関や関係課が連携し、総合的な支援策
①セーフティネット
新規
を講じます。
の整備

社会福祉課

 支援を必要とする家庭等へのセーフティ
ネットの整備
 ひとり親家庭各種自立支援制度等による
支援

生活に困りごとや不安を抱えている人
の相談に応じるとともに、一人ひとりの 
状況に応じた支援プランを作成し、専門
②生活困窮者の自立
新規
機関等と連携し、問題の解決に向けた支
支援
援を行います。

社会福祉課

 相談窓口の周知
 自立に向けた支援の推進



施策の方向   複合的に困難な状況にある人々への支援
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

高齢者・障害者・ひとり親家庭等が抱
えるさまざまな悩みや問題を解消するた
め、民生委員・児童委員、母子・父子自
立支援員、家庭相談員、ケアマネジャー、
継続

①相談体制・情報提
供の充実

障害者相談支援専門員などによる相談体
制の充実を図ります。

社会福祉課
高年福祉課

また、必要な支援が受けられるよう、
各種手当や福祉サービス等に関する情報
提供を行うなど、利用支援を図ります。
 相談体制の充実
 民生委員・児童委員との連携

高齢者・障害者・ひとり親家庭等の日
常的・経済的な自立のため、就労や生活
継続 ②自立支援策の充実

に対する支援策の充実を図ります。

社会福祉課

 各種貸付制度等による支援

高年福祉課

 緊急通報システムの充実
 外出支援サービスの推進

－－




事業
区分

具体的施策

取組の内容

第３章䢢 施策の展開䢢
担当課

積極的に社会参加ができるよう、交流
事業、外出支援、活動の場の確保等の福
継続

③社会参加に向けた 祉サービスの充実を図り、支援を推進し
支援の推進
ます。

社会福祉課
高年福祉課

 老人クラブ、ミニデイサービス、健康福
祉大学等活動の場の提供

性同一性障害等、性別に起因する困難
新規

④性同一性障害など な状況に置かれた人々について、人権侵
の理解啓発
害等が生じないように、市民の理解啓発
を進めます。








－－

人権推進課

基本目標Ⅳᴾ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりᴾ


基本課題９ あらゆる人の人権尊重と共同参画の意識づくり



◆主な課題



○男女共同参画推進の必要性や、男女平等等の大切さをさまざまな機械や媒体を活



用して啓発していくことが必要。



○朝来市がめざすべき男女共同参画社会の姿をわかりやすく、広めていくことが必



要。



●平成年の市民意識調査結果から、社会通念や慣習、しきたりにおける男女の



地位の平等感では、依然「男性の方が優遇」が強い。



●同調査結果から、問題があると思う女性の人権に関することでは、「男女の固定



的役割分担意識」や「昇給・昇進の格差など、職場における男女の待遇の違い」



が１・２位を占める。




  ◆今後の取組

性別のみならず、子ども、障害者、高齢者、外国人など、あらゆる人の人権尊重



は男女共同参画社会を構築する上で、基本となる理念であることから、人権尊重の



意識づくりを進めるとともに、男女共同参画社会づくりの必要性について、さまざ



まな機会や媒体を活用して理解啓発を進めます。





【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
 「男は仕事、女は家庭」の性別役割分担意識に対し
て「そうは思わない」人を増やす
 地区巡回学習会、人権講演会の参加者数を増やす







－－

％

％

人

人
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 ◆施策の方向と内容
施策の方向   意識啓発の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

社会のあらゆる分野で、男女が社会
的・文化的性差（ジェンダー）や性別役
①各種媒体による広
継続
報・啓発活動の充
実

割分担を前提としたさまざまな制度・慣
行等の是正に向けて、多様な媒体を活用

人権推進課

した広報・啓発活動を充実します。
 講演会等の開催 
 男女共同参画週間における啓発

 広報紙、ケーブルテレビ等による啓発
男女がジェンダーにとらわれることな
②男女共同参画に関
継続
する学習機会の充
実

く、対等であることを十分認識し、基本
的人権と共に男女平等の大切さを学習で
きる機会を充実します。

人権推進課

 啓発用・学習用ビデオやＣＤの貸出し

 関係機関が実施する研修会等の情報提供
男女平等意識の向上を図るため、企業
③企業・団体・地域
における男女平等
継続
意識の向上を図る
研修等の充実

や団体などを対象とした研修会を開催し
ます。

人権推進課

また、地域を対象とした男女共同参画
の意識づくりを推進します。
 講演会、研修会、出前講座等の開催












－－

経済振興課

基本課題 男女共同参画の教育・学習の充実



◆主な課題



○次代を担う子どもたちに、引き続き男女にとらわれない保育・教育の推進や一人



ひとりの個性や能力を伸ばす保育・教育活動を進めること。



○子どもを指導する立場にある教職員が、男女共同参画の視点に立った教育を進め



ることができるよう、研修の充実を図ること。



○子どもたちの将来を豊かなものにするため、多様な可能性から自らの進路を選択



できるよう、一人ひとりが自らの生き方を考え、主体的に進路を選択する能力や



態度を身につけるように指導し、相談に応じること。



○地域における男女共同参画を進めるとともに、男女共同参画の視点に立って地域



活動を活性化することが求められ、地域における男女共同参画についての学習と



啓発が必要。そのためには、関係団体や商工会工業団地連絡会等と連携し、男女



共同参画の意識づくりを高めるための取り組み方法を検討し、啓発を進めるなど



も必要。





●平成年市民意識調査結果から、「教育を受ける場における男女の地位の平等」
について「平等である」が平成年調査より低下している。


  ◆今後の取組

次代を担う子どもたちが、人権の尊重や男女共同参画への理解を深められるよう、



また、長期的展望に立って将来設計を行い、主体的に進路選択ができるよう、教育



を進めます。



地域では、男女共同参画へ意識が高められるよう、男女共同参画に対する学習支



援を進めます。





【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
 教育を受ける場における男女の地位の平等におい
て、
「平等である」割合を高める










－－

％

％





第３章䢢 施策の展開䢢

 ◆施策の方向と内容
施策の方向   男女共同参画の視点に立った教育の推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

男女の平等や人権の尊重について適切
①男女共同参画の視
継続
点に立った学校教
育の推進

に指導し、子どもたちの個性や能力を生
かす教育を推進します。
 道徳、特別活動における人権教育の推
進

学校教育課
こども育成課

性と生殖に関して健康であることの重
継続

②人権尊重につなが
る性教育の推進

要性について、発達段階に応じた内容で
性教育を行います。
 保健体育、道徳、学級活動における性教育

学校教育課
こども育成課

の推進

児童・生徒にとって社会的自立に必要
継続

③社会的自立に向け
たキャリア教育の
支援

な態度や能力の育成を図るキャリア教育
を推進します。

学校教育課

 個性や能力を生かした進路指導
 トライやる・ウィーク等体験活動の実施

教育研修所等で教職員に対する男女共
継続

④教職員の男女共同 同参画に関する研修を充実させ、男女平
参画への意識啓発 等意識の浸透を図ります。
 校内研修等の計画的な実施

学校教育課



施策の方向   地域における学習と啓発
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

県の男女共同参画センターとの連携に
より、男女共同参画に関する講座やセミ
①男女共同参画に関
継続
する学習機会の充
実

ナー等の学習機会の提供の充実を図りま

人権推進課

す。

生涯学習課

 子育て学習センター事業の充実（交流

各支所地域振興課

会・学習会の開催）
 人権講演会の開催
 世代別講座の開設

広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等の広
継続

②地域における環境
整備

報媒体を活用し、男女共同参画の理解促
進に向けた意識啓発を進めます。
 広報紙、ケーブルテレビ、ホームページ、
ＳＮＳ等による啓発

ᴾ
－－

人権推進課

基本目標Ⅴᴾ 計画の総合的な推進ᴾ


基本課題 市の率先した男女共同参画の推進



◆主な課題



○市が率先して男女共同参画を進める意識を持ち、実践に取り組むことが必要であ



り、そのため、各種施策を総合的かつ効果的に推進するための体制強化が必要。



○男女共同参画に関する施策の実施状況について、適切に進行管理することと、フ



ォローアップが必要。




  ◆今後の取組

本プランに基づき、男女共同参画社会の形成に向けた各種施策・事業を総合的か



つ効果的に推進するため、庁内推進体制を強化するとともに、適切な進行管理を行



います。



また、市が率先して男女共同参画のモデルとなるよう、特定事業主行動計画を推



進します。





【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
 男性市職員の育児休業・部分休業取得者数を増やす
 市職員の年休の平均取得日数を増やす
 男女共同参画の視点を取り入れた職員研修を増やす

人

増加

日

１０日以上

１回

年回以上


 ◆施策の方向と内容
施策の方向   全庁的な体制による推進
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

本プランを着実に推進するため、市長
を本部長、関係部長等を構成員とした「男
女共同参画推進本部」や男女共同参画推
進プロジェクト・チームにより、施策の
継続 ①推進体制の整備

推進及び進行管理を行います。
 男女共同参画推進本部会議の開催
 男女共同参画プロジェクト・チーム会議
の開催
 男女共同参画推進会議の充実

－－

人権推進課




事業
区分

具体的施策

取組の内容

第３章䢢 施策の展開䢢
担当課

「朝来市特定事業主行動計画」に基づ
き、男女共同参画の意識醸成に取り組み
ます。
②男女共同参画の意
継続
識づくりと積極的
な取組の展開

また、市が率先してそのモデルを示す
よう、男性職員の育児休業等の取得を推

総務課

進します。

人権推進課

 職員研修の実施
 特定事業主行動計画の推進
 男性職員の育児休業、配偶者の出産休暇
の取得推進



施策の方向   国・県等関係機関との連携
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

男女共同参画に関するさまざまな課題
に幅広く対応するため、国・県、近隣市
①国・県等機関との
継続
連携

町との連携に努めるとともに、
「ひょうご
女性チャレンジねっと」参画団体等関係
機関との連携を強化し、情報収集に努め
ます。
 国、県、近隣市町との連携強化








－－

人権推進課

基本課題 市民との協働による推進の強化



◆主な課題



○市全体で男女共同参画社会づくりを進めるため、市民、企業、市民団体等との連



携を一層強化すること。



○本プランを推進するにあたり、市民との協働により適切に進行管理を行うこと。




  ◆今後の取組

市民、企業、市民団体等と一体となって男女共同参画社会づくりを進めるため、



さまざまな連携強化を図るとともに、それぞれの活動を支援し、協働の取組を推進



します。





【成果指標】
現状
目標
（平成年度）
（平成年度）

  指標項目
 男女共同参画にかかる市民団体等数を増やす（再掲）
 この１年間に区の活動に参加した市民の割合を高め
る
 この１年間に地域自治協議会が行った活動事業に
   参加した市民の割合を高める

団体

１０団体

％

％

％

％



 ◆施策の方向と内容
施策の方向   市民・企業・市民団体等との連携
事業
区分

具体的施策

取組の内容

担当課

市民・企業・市民団体等との情報交換
①市民・企業・市民 の場を設置し、互いの連携を深め、プラ
継続
団体等との情報交 ンの推進、男女共同参画の推進を図りま
換と連携の推進
す。

人権推進課
経済振興課

 連携の強化とネットワークの構築

男女共同参画の実現に向け、プランの
②朝来市男女共同参
積極的な推進を図るため、市民からなる
継続
画推進委員会の支
推進委員会を支援します。
援
 推進委員会の活動支援




－－

人権推進課




事業
区分

具体的施策

取組の内容

第３章䢢 施策の展開䢢
担当課

男女共同参画社会の実現に向け、男女
共同参画の視点に立って地域でさまざま

継続

③女性団体・グルー
プ・ＮＰＯ等の育
成・支援

な活動を推進することができるように、
女性団体をはじめＮＰＯの活動に関する
相談等支援、団体同士の連携交流を推進
します。
 女性団体等の活動支援とネットワークの
構築

本市における男女共同参画推進の拠点
④男女共同参画セン
継続
ター（仮）の整備 となる男女共同参画センターの設置につ
・運営
いて、検討します。





－－

総合政策課
人権推進課
農林振興課
経済振興課
生涯学習課

人権推進課



‒




１ 計画の策定経過

年月日㻌

内㻌 㻌 容㻌
第１回朝来市男女共同参画プラン検討委員会
【協議事項】

平成年月日



  新プランの策定に向けた国・県の動向等について



  市民意識調査結果の概要について



  新プラン策定のスケジュールについて

第２回朝来市男女共同参画プラン検討委員会
【協議事項】

平成年月日



  現プランの経過と今後の検討課題について



  計画の構成（骨子）について

第３回朝来市男女共同参画プラン検討委員会
【協議事項】

平成年月日



  計画素案について

第４回朝来市男女共同参画プラン検討委員会
【協議事項】

平成年月日



  計画素案について

計画素案について広く市民の意見を募集し、計画に反映する
ため、パブリックコメントを実施しました。資料の公表は、

平成年１月日

市のホームページに掲載するとともに、人権推進課の窓口、

～月日

各支所地域振興課の窓口に設置し、閲覧できるようにしまし
た。
第５回朝来市男女共同参画プラン検討委員会
【協議事項】

平成年月日



  パブリックコメントの結果について
  計画の内容について（総括）






－－



資料編䢢



２ 朝来市男女共同参画プラン検討委員会委員名簿

【五十音順・敬称略】
区㻌 㻌 分㻌

氏㻌 㻌 㻌 名㻌

備㻌 㻌 㻌 考㻌

委 員

阿 野 保 司

朝来市男女共同参画推進委員会委員長

委 員

井 口 多 恵 子

朝来市男女共同参画推進会議会長

委 員

稲 津 晴 美

朝来市商工会女性部

委 員

◎中 里 英 樹 

甲南大学文学部教授

委 員

○小 川 真 知 子

特定非営利活動法人 5'#0 理事長

委 員

中 村 八 郎

朝来市連合区長会 副会長

委 員

巻 野 め ぐ み

女性団体代表
◎委員長 ○職務代理







－－

３ 朝来市男女共同参画プラン検討委員会要綱

平成年月日告示第号
（設置）                              
第１条 市の男女共同参画社会実現に関する施策の総合的かつ効果的な推進を目的とする第
２次朝来市男女共同参画プラン（平成年月策定。以下「プラン」という。）の見直し
を進めるため、朝来市男女共同参画プラン検討委員会（以下「委員会」という。）を設置
する。
（所掌事務等）
第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
  プランの見直しに関すること。
  女性に関する諸施策の調査研究に関すること。
  前２号に掲げるもののほか、男女共同参画に関し必要と認める事項
２ 委員会は、前項の所掌事務の全てが終了したときは、その結果をもって市長に提言する
ものとする。
（組織）
第３条 委員会は、委員７人以内で組織する。
２ 委員は、市政及び男女共同参画について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
（任期）
第４条 委員の任期は、第２条第２項に規定する提言の日までとする。ただし、補欠委員の
任期は、前任者の残任期間とする。
（委員長）
第５条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
（会議）
第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
３ 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出
を求めることができる。
（関係機関との連携）
第７条 委員会はその所掌する事務を推進するに当たり、朝来市男女共同参画推進会議及び
朝来市男女共同参画推進委員会との連携を図るものとする。
（庶務）
第８条 委員会の庶務は、市民文化部人権推進課において処理する。


－－





資料編䢢

（委任）
第９条 この告示に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成年１月１日から施行する。
（施行期日）
２ この告示の施行後最初に開かれる委員会は、第６条の規定にかかわらず、市町が招集す
る。





－－

４ 男女共同参画社会基本法
（平成１１年６月２３日法律第７８号）
改正平成１１年７月１６日法律第１０２号
   同 １１年１２月２２日同第１６０号
































目次 
 前文
 第１章 総則（第１条―第１２条）
 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関す
る基本的施策（第１３条―第２０条）
第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８
条）
附則 
 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法
の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた
様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ
つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必
要とされている。
 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化
等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して
いく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責
任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と
能力を十分に発揮することができる男女共同参画
社会の実現は、緊要な課題となっている。
 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の
実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課
題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を
図っていくことが重要である。
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本
理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ
て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の
形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進する
ため、この法律を制定する。
第１章 総則
（目的）
第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、
社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ
る社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女
共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並
びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかに
するとともに、男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の基本となる事項を定めることによ
り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的
に推進することを目的とする。 
（定義）
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。 
１ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等
な構成員として、自らの意思によって社会のあら
ゆる分野における活動に参画する機会が確保さ
れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的
及び文化的利益を享受することができ、かつ、共
に責任を担うべき社会を形成することをいう。
２ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男
女間の格差を改善するため必要な範囲内におい
て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極
的に提供することをいう。 

 
（男女の人権の尊重）
第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と
しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ
る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし
て能力を発揮する機会が確保されることその他
の男女の人権が尊重されることを旨として、行わ
れなければならない。 
（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社
会における制度又は慣行が、性別による固定的な
役割分担等を反映して、男女の社会における活動
の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに
より、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と
なるおそれがあることにかんがみ、社会における
制度又は慣行が男女の社会における活動の選択
に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと
するように配慮されなければならない。 
（政策等の立案及び決定への共同参画）
第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会
の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体
における政策又は民間の団体における方針の立
案及び決定に共同して参画する機会が確保され
ることを旨として、行われなければならない。 
（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す
る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の
養育、家族の介護その他の家庭生活における活動
について家族の一員としての役割を円滑に果た
し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができ
るようにすることを旨として、行われなければな
らない。 
（国際的協調）
第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社
会における取組と密接な関係を有していること
にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的
協調の下に行われなければならない。 
（国の責務）
第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共
同参画社会の形成についての基本理念（以下「基
本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を
含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施
する責務を有する。 
（地方公共団体の責務）
第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男
女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に
準じた施策及びその他のその地方公共団体の区
域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責
務を有する。 
（国民の責務）
第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他
の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ
とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように
努めなければならない。


－－





（法制上の措置等）
第１１条
政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は
財政上の措置その他の措置を講じなければなら
ない。 
（年次報告等）

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社
会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策についての報告
を提出しなければならない。
２
 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画
社会の形成の状況を考慮して講じようとする男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明
らかにした文書を作成し、これを国会に提出しな
ければならない。 
 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に
 関する基本的施策 
（男女共同参画基本計画） 
第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基
本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい
う。）を定めなければならない。 
２
 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。 
  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画
（１）
社会の形成の促進に関する施策の大綱 
（２） 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項 
３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴
いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議
の決定を求めなければならない。 
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定
があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計
画を公表しなければならない。 
５
前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更
について準用する。
（都道府県男女共同参画計画等）
第１４条
都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策についての基
本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」
という。）を定めなければならない。 
 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項
２
について定めるものとする。 
（１） 都道府県の区域において総合的かつ長期的
に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の大綱 
（２） 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進するために必
要な事項 
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県
男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策についての基本的な計画（以下「市町村男
女共同参画計画」という。）を定めるように努め
なければならない。  
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４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画
計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変
更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。 
（施策の策定等に当たっての配慮）
第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社
会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策
定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画
社会の形成に配慮しなければならない。
（国民の理解を深めるための措置）
第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通
じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう
適切な措置を講じなければならない。 
（苦情の処理等）
第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社
会の形成に影響を及ぼすと認められる施策につ
いての苦情の処理のために必要な措置及び性別
による差別的取扱いその他の男女共同参画社会
の形成を阻害する要因によって人権が侵害され
た場合における被害者の救済を図るために必要
な措置を講じなければならない。 
（調査研究）
第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女
共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査
研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の策定に必要な調査研究を推進する
ように努めるものとする。 
（国際的協調のための措置）
第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的
協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関
との情報の交換その他男女共同参画社会の形成
に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図る
ために必要な措置を講ずるように努めるものと
する。 
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の
団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して
行う活動を支援するため、情報の提供その他の必
要な措置を講ずるように努めるものとする。 
第３章 男女共同参画会議 
（設置）
第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会
議」という。）を置く。 
（所掌事務）
第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
（１） 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第
３項に規定する事項を処理すること。 
（２） 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又
は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の
形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策
及び重要事項を調査審議すること。
（３） 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、
必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関
係各大臣に対し、意見を述べること。



－－

１  政府が実施する男女共同参画社会の形成の
（４）
及び政府
 促進に関する施策の実施状況を監視し、
の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響
 を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理

 大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
（組織）

第２３条
会議は、議長及び議員２４人以内をもっ
て組織する。


（議長）

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
 議長は、会務を総理する。
２
 （議員）
第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
 内閣総理大臣が指定する者 
（２） 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見
 を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する
 者 
２
 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員
の総数の１０分の５未満であってはならない。 
 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一
３
 方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１
０分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。
 （議員の任期）
第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年
 とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の
 残任期間とする。
２
 前条第１項第２号の議員は、再任されることが
できる。 
 （資料提出の要求等）
第２７条
会議は、その所掌事務を遂行するために

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

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必
 要があると認めるときは、前項に規定する者以外
の者に対しても、必要な協力を依頼することがで
 きる。 
 （政令への委任）
第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織
 及び議員その他の職員その他会議に関し必要な
 事項は、政令で定める。 
附
 則 抄 
（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 
 （男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条
男女共同参画審議会設置法（平成９年法律

第７号）は、廃止する。 
 （経過措置）
第３条
前条の規定による廃止前の男女共同参画

審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）
 第１条の規定により置かれた男女共同参画審議
 会は、第２１条第１項の規定により置かれた審議
会となり、同一性をもって存続するものとする。



２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４
条第１項の規定により任命された男女共同参画
審議会の委員である者は、この法律の施行の日
に、第２３条第１項の規定により、審議会の委員
として任命されたものとみなす。この場合におい
て、その任命されたものとみなされる者の任期
は、同条第２項の規定にかかわらず、同日におけ
る旧審議会設置法第４条第２項の規定により任
命された男女共同参画審議会の委員としての任
期の残任期間と同一の期間とする。
３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５
条第１項の規定により定められた男女共同参画
審議会の会長である者又は同条第３項の規定に
より指名された委員である者は、それぞれ、この
法律の施行の日に、第２４条第１項の規定により
審議会の会長として定められ、又は同条第３項の
規定により審議会の会長の職務を代理する委員
として指名されたものとみなす。
附 則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）
抄
（施行期日）
第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律
（平成１１年法律第８８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。
（１） 略 
（２） 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条
第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条の規
定 公布の日 
（委員等の任期に関する経過措置）
第２８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。 
１から１０まで 略 
１１ 男女共同参画審議会 
（別に定める経過措置）
第３０条 第２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１１年１２月２２日法律第１６０号）抄 
（施行期日）
）は、
第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。
平成１３年１月６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）



－－





  男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議
平成１１年５月２１日 参議院総務委員会



一  政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共
 同参画社会の形成に当たり不可欠のものであるこ
 とにかんがみ、その実態を踏まえ、国及び地方公
共団体において、積極的改善措置の積極的活用も
 図ることにより、その着実な進展を図ること。
一  家庭生活における活動と他の活動の両立につ
 いては、ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨に沿い、家
 庭生活と職業生活の両立の重要性に留意しつつ、
両立のための環境整備を早急に進めるとともに、
 特に、子の養育、家族の介護については、社会も
 共に担うという認識に立って、その社会的支援の
充実強化を図ること。

一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
 の策定に当たっては、現行の法制度についても広
範にわたり検討を加えるとともに、施策の実施に
 必要な法制上又は財政上の措置を適宣適切に講ず
 ること。
一  女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立に
 とって欠くことができないものであることにかん
 がみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に
向けて積極的に取り組むこと。

一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
 推進については、男女共同参画会議の調査及び監
 視機能が十全に発揮されるよう、民間からの人材
の登用を含め、体制を充実させること。
  本法の基本理念に対する国民の理解を深める
一
 ために、教育活動及び広報活動等の措置を積極的
に講じること。
  各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参
一
 画社会を形成する責務を自覚するよう適切な指導
を行うこと。
  苦情の処理及び人権が侵害された場合における
一
 被害者救済のための措置については、オンブズパ
ーソン的機能を含めて検討し、苦情処理及び被害
 者救済の実効性を確保できる制度とすること。
一
  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、女子差別撤廃条約その他我が国が締
 結している国際約束を誠実に履行するため必要な
 措置を講ずるとともに、男女共同参画の視点に立
った国際協力の一層の推進に努めること。

右決議する。
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 男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議
平成１１年６月１１日 衆議院内閣委員会


政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべき
である。

一  家庭生活における活動と他の活動の両立につい
ては、ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨に沿い、両立の
ための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子
の養育、家族の介護については、社会も共に責任を
担うという認識に立って、その社会的支援の充実強
化を図ること。
一  女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立に
とって欠くことができないものであることにかん
がみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向
けて積極的に取り組むこと。
一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
策定に当たっては、性別によるあらゆる差別をなく
すよう、現行の諸制度についても検討を加えるとと
もに、施策の実施に必要な法政上又は財政上の措置
を適切に講ずること。
一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
推進に当たっては、その施策の推進体制における調
査及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間から
の人材の登用を含め、その体制の整備の強化を図る
こと。
一  各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画
社会の形成に寄与する責務を有することを自覚し
て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
推進を図るよう、適切な指導を行うこと。
一  男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重
が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害
者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の
確立に努めること。












－－

 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４月１３日法律第３１号）
最終改正：平成２６年４月２３日法律第２８号





































目次
 前文
第１章 総則（第１条・第２条）
第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等
（第２条の２・第２条の３）
第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条
―第５条）
第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２）
第４章 保護命令（第１０条―第２２条）
第５章 雑則（第２３条―第２８条）
第５章の２ 補則（第２８条の２）
第６章 罰則（第２９条・第３０条）
附則
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法
の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実
現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為
をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被
害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。
また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女
性であり、経済的自立が困難である女性に対して配
偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男
女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等
の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止
し、被害者を保護するための施策を講ずることが必
要である。このことは、女性に対する暴力を根絶し
ようと努めている国際社会における取組にも沿う
ものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保
護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、
この法律を制定する。
第１章 総則
（定義）
第１条 この法律において「配偶者からの暴力」と
は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す
る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及
ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる
心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び
第２８条の２において「身体に対する暴力等」と
総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する
暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ
の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶
者であった者から引き続き受ける身体に対する
暴力等を含むものとする。
２ この法律において「被害者」とは、配偶者から
の暴力を受けた者をいう。
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしてい
ないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含
むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ
とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。
第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計
画等
（基本方針）
第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務
大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５
項において「主務大臣」という。）は、配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策
に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第
１項及び第３項において「基本方針」という。）
を定めなければならない。
２  基本方針においては、次に掲げる事項につき、
次条第一項の都道府県基本計画及び同条第３項
の市町村基本計画の指針となるべきものを定め
るものとする。
（１） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する基本的な事項
（２） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の内容に関する事項
（３） その他配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策の実施に関する重要事項
３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関
の長に協議しなければならない。
４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。
（都道府県基本計画等）
第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該
都道府県における配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護のための施策の実施に関する基本
的な計画（以下この条において「都道府県基本計
画」という。）を定めなければならない。
２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項
を定めるものとする。
（１） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する基本的な方針
（２） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施内容に関する事項
（３） その他配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策の実施に関する重要事項
３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本
方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、
当該市町村における配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護のための施策の実施に関する基
本的な計画（以下この条において「市町村基本計
画」という。）を定めるよう努めなければならな
い。
４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は
市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。

－－





 ５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道
府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため
 に必要な助言その他の援助を行うよう努めなけ
 ればならない。
第２章 配偶者暴力相談支援センター等
 （配偶者暴力相談支援センター）
 第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人
相談所その他の適切な施設において、当該各施設
 が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を
 ２果たすようにするものとする。
 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。
被害者に関する各般の問題について、相談
 （１）
に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を
行う機関を紹介すること。

（２） 被害者の心身の健康を回復させるため、医

学的又は心理学的な指導その他の必要な指導
を行うこと。

（３） 被害者（被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。
次号、第６号、第５条及び第８条の３におい

て同じ。）の緊急時における安全の確保及び一
時保護を行うこと。

（４） 被害者が自立して生活することを促進する

ため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関
する制度の利用等について、情報の提供、助

言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。
（５） 第４章に定める保護命令の制度の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関への連絡
その他の援助を行うこと。

（６） 被害者を居住させ保護する施設の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡
調整その他の援助を行うこと。

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら
 行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者
 ５に委託して行うものとする。
配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行
 うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図るための活動を行
 う民間の団体との連携に努めるものとする。
 （婦人相談員による相談等）
第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要
 な指導を行うことができる。
 （婦人保護施設における保護）
第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者
 の保護を行うことができる。
第３章 被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
 第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ
 った者からの身体に対する暴力に限る。以下この
章において同じ。）を受けている者を発見した者
 は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警
  察官に通報するよう努めなければならない。
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２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに
当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾
病にかかったと認められる者を発見したときは、
その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察
官に通報することができる。この場合において、
その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪
の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、
前２項の規定により通報することを妨げるもの
と解釈してはならない。
４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに
当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾
病にかかったと認められる者を発見したときは、
その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の
利用について、その有する情報を提供するよう努
めなければならない。
（配偶者暴力相談支援センターによる保護につ
いての説明等）
第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に
関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応
じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配
偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容に
ついて説明及び助言を行うとともに、必要な保護
を受けることを勧奨するものとする。
（警察官による被害の防止）
第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力
が行われていると認めるときは、警察法（昭和２
９年法律第１６２号）、警察官職務執行法（昭和
２３年法律第１３６号）その他の法令の定めると
ころにより、暴力の制止、被害者の保護その他の
配偶者からの暴力による被害の発生を防止する
ために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。
（警察本部長等の援助）
第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長
（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方
面については、方面本部長。第１５条第３項にお
いて同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力
を受けている者から、配偶者からの暴力による被
害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申
出があり、その申出を相当と認めるときは、当該
配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公
安委員会規則で定めるところにより、当該被害を
自ら防止するための措置の教示その他配偶者か
らの暴力による被害の発生を防止するために必
要な援助を行うものとする。
（福祉事務所による自立支援）
第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）
に定める福祉に関する事務所（次条において「福
祉事務所」という。
）は、生活保護法（昭和２５年
法律第１４４号）
、児童福祉法（昭和２２年法律第
１６４号）
、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和
３９年法律第１２９号）その他の法令の定めると
ころにより、被害者の自立を支援するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。
（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警
察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ
の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たって
は、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を
図りながら協力するよう努めるものとする。

－－

 （苦情の適切かつ迅速な処理）
前条の関係機関は、被害者の保護に係
 第９条の２
る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の
 申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理
するよう努めるものとする。

第４章 保護命令
 （保護命令）
第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力
 又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体
 に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。
以下この章において同じ。）を受けた者に限る。
 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
第１２条第１項第２号において
 身体に対する暴力。
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
当該
 はその婚姻が取り消された場合にあっては、
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
同項第３号及び第４号並びに第１８条第１
 の条、
項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事
 項を命ずるものとする。ただし、第２号に掲げる
事項については、申立ての時において被害者及び
 当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
 （１） 命令の効力が生じた日から起算して６月
間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本
 拠としている住居を除く。以下この号において
同じ。）その他の場所において被害者の身辺に
 つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他
 その通常所在する場所の付近をはいかいして
はならないこと。
 （２） 命令の効力が生じた日から起算して２月
被害者と共に生活の本拠としている住居か
 間、
ら退去すること及び当該住居の付近をはいか
 いしてはならないこと。
２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号
 の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判
 所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体
に危害が加えられることを防止するため、当該配
 偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の
規定による命令の効力が生じた日から起算して６
 月を経過する日までの間、被害者に対して次の各
 号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを
命ずるものとする。
 （１） 面会を要求すること。
 その行動を監視していると思わせるような
 （２）事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ
と。



（３） 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
（４） 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを
得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、
ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは
電子メールを送信すること。
（５） 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時
から午前６時までの間に、電話をかけ、ファ
クシミリ装置を用いて送信し、又は電子メー
ルを送信すること。
（６） 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は
嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は
その知り得る状態に置くこと。
（７） その名誉を害する事項を告げ、又はその知
り得る状態に置くこと。
（８） その性的羞恥心を害する事項を告げ、若し
くはその知り得る状態に置き、又はその性的
羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付
し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
３  第１項本文に規定する場合において、被害者が
その成年に達しない子（以下この項及び次項並び
に第１２条第１項第３号において単に「子」とい
う。）と同居しているときであって、配偶者が幼
年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行って
いることその他の事情があることから被害者が
その同居している子に関して配偶者と面会する
ことを余儀なくされることを防止するため必要
があると認めるときは、第１項第１号の規定によ
る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害
者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加
えられることを防止するため、当該配偶者に対
し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ
る命令の効力が生じた日から起算して６月を経
過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と
共に生活の本拠としている住居を除く。以下この
項において同じ。）、就学する学校その他の場所に
おいて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の
住居、就学する学校その他その通常所在する場所
の付近をはいかいしてはならないことを命ずる
ものとする。ただし、当該子が１５歳以上である
ときは、その同意がある場合に限る。
４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が
被害者の親族その他被害者と社会生活において
密接な関係を有する者（被害者と同居している子
及び配偶者と同居している者を除く。以下この項
及び次項並びに第１２条第１項第４号において
「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく
粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の
事情があることから被害者がその親族等に関し
て配偶者と面会することを余儀なくされること
を防止するため必要があると認めるときは、第１
項第１号の規定による命令を発する裁判所又は
発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生
命又は身体に危害が加えられることを防止する
ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日
以後、同号の規定による命令の効力が生じた日か
ら起算して６月を経過する日までの間、当該親族
等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい
る住居を除く。以下この項において同じ。）その
他の場所において当該親族等の身辺につきまと
い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通
常所在する場所の付近をはいかいしてはならな
いことを命ずるものとする。


－－





 ５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳
未満の子を除く。以下この項において同じ。）の
 同意（当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後
その法定代理人の同
 見人である場合にあっては、
意）がある場合に限り、することができる。
 （管轄裁判所）
前条第１項の規定による命令の申立てに
 第１１条
係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな
 いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地
を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 ２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の
 各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする
ことができる。
 （１） 申立人の住所又は居所の所在地
 （２） 当該申立てに係る配偶者からの身体に対す
る暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地
 （保護命令の申立て）
 第１２条 第１０条第１項から第４項までの規定
による命令（以下「保護命令」という。）の申立
 ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなけれ
ばならない。
 （１） 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等
 に対する脅迫を受けた状況
（２） 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後
の配偶者から受ける身体に対する暴力によ

り、生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいと認めるに足りる申立ての時にお
ける事情
 （３） 第１０条第３項の規定による命令の申立て
をする場合にあっては、被害者が当該同居し

ている子に関して配偶者と面会することを余

儀なくされることを防止するため当該命令を
発する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情
 （４） 第１０条第４項の規定による命令の申立て
をする場合にあっては、被害者が当該親族等

に関して配偶者と面会することを余儀なくさ
れることを防止するため当該命令を発する必

要があると認めるに足りる申立ての時におけ
る事情

（５） 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警

察職員に対し、前各号に掲げる事項について
相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実

の有無及びその事実があるときは、次に掲げ

る事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた
日時及び場所

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた
措置の内容
 ２ 前項の書面（以下「申立書」という。
）に同項
 第５号イからニまでに掲げる事項の記載がない
場合には、申立書には、同項第１号から第４号ま
 でに掲げる事項についての申立人の供述を記載
した書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）
 第５８条ノ２第１項の認証を受けたものを添付
 しなければならない。
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（迅速な裁判）
第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件
については、速やかに裁判をするものとする。
（保護命令事件の審理の方法）
第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち
会うことができる審尋の期日を経なければ、これ
を発することができない。ただし、その期日を経
ることにより保護命令の申立ての目的を達する
ことができない事情があるときは、この限りでな
い。
２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまで
に掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、
当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属
官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しく
は保護を求めた際の状況及びこれに対して執ら
れた措置の内容を記載した書面の提出を求める
ものとする。この場合において、当該配偶者暴力
相談支援センター又は当該所属官署の長は、これ
に速やかに応ずるものとする。
３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項
の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官
署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助
若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規
定により書面の提出を求めた事項に関して更に
説明を求めることができる。
（保護命令の申立てについての決定等）
第１５条 保護命令の申立てについての決定には、
理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論
を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示
せば足りる。
２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は
相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日
における言渡しによって、その効力を生ずる。
３  保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速
やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は
居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長
に通知するものとする。
４  保護命令を発した場合において、申立人が配偶
者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又
は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、
申立書に当該事実に係る第１２条第１項第５号
イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、
裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨
及びその内容を、当該申立書に名称が記載された
配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称
が記載された配偶者暴力相談支援センターが２
以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対
し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が
最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通
知するものとする。
５ 保護命令は、執行力を有しない。
（即時抗告）
第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対
しては、即時抗告をすることができる。
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及
ぼさない。
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取
消しの原因となることが明らかな事情があるこ
とにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所
は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効
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 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
 ４きる。
 前項の規定により第１０条第１項第１号の規
 定による命令の効力の停止を命ずる場合におい
て、同条第２項から第４項までの規定による命令
 が発せられているときは、裁判所は、当該命令の
 効力の停止をも命じなければならない。
５  前２項の規定による裁判に対しては、不服を申
 し立てることができない。
 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定に
 ６よる命令を取り消す場合において、
同条第２項か
 ら第４項までの規定による命令が発せられてい
るときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さ
 なければならない。
 ７  前条第４項の規定による通知がされている保
護命令について、第３項若しくは第４項の規定に
 よりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判
所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、
 速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした
 配偶者暴力相談支援センターの長に通知するも
のとする。
 ８  前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合
 並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合
について準用する。
 （保護命令の取消し）
保護命令を発した裁判所は、当該保護命
 第１７条
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１
０条第１項第１号又は第２項から第４項までの
 規定による命令にあっては同号の規定による命
 令が効力を生じた日から起算して３月を経過し
た後において、同条第１項第２号の規定による命
 令にあっては当該命令が効力を生じた日から起
算して２週間を経過した後において、これらの命
 令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの
 命令の申立てをした者に異議がないことを確認
したときも、同様とする。
 ２  前条第項の規定は、第１０条第１項第１号の
規定による命令を発した裁判所が前項の規定に
 より当該命令を取り消す場合について準用する。
 ３  第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２
項の場合について準用する。

（第１０条第１項第２号の規定による命令の
再度の申立て）

第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命
 令が発せられた後に当該発せられた命令の申立
 ての理由となった身体に対する暴力又は生命等
に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の
 規定による命令の再度の申立てがあったときは、
裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住
 居から転居しようとする被害者がその責めに帰
 することのできない事由により当該発せられた
命令の効力が生ずる日から起算して２月を経過
 する日までに当該住居からの転居を完了するこ
とができないことその他の同号の規定による命
 令を再度発する必要があると認めるべき事情が
あるときに限り、当該命令を発するものとする。
 ただし、当該命令を発することにより当該配偶者
 の生活に特に著しい支障を生ずると認めるとき
は、当該命令を発しないことができる。

２  前項の申立てをする場合における第１２条の
規定の適用については、同条第１項各号列記以外
の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、
第２号及び第５号に掲げる事項並びに第１８条
第１項本文の事情」と、同項第５号中「前各号に
掲げる事項」とあるのは「第１号及び第２号に掲
げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、
同条第２項中「同項第１号から第４号までに掲げ
る事項」とあるのは「同項第１号及び第２号に掲
げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」とす
る。
（事件の記録の閲覧等）
第１９条 保護命令に関する手続について、当事者
は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し
くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又
は事件に関する事項の証明書の交付を請求する
ことができる。ただし、相手方にあっては、保護
命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を
呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に
対する保護命令の送達があるまでの間は、この限
りでない。
（法務事務官による宣誓認証）
第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支
局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証
人がその職務を行うことができない場合には、法
務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はそ
の支局に勤務する法務事務官に第１２条第２項
（第１８条第２項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の認証を行わせることができ
る。
（民事訴訟法の準用）
第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除
き、保護命令に関する手続に関しては、その性質
に反しない限り、民事訴訟法（平成８年法律第１
０９号）の規定を準用する。
（最高裁判所規則）
第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令
に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規
則で定める。
第５章 雑則
（職務関係者による配慮等）
第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、
捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項におい
て「職務関係者」という。）は、その職務を行う
に当たり、被害者の心身の状況、その置かれてい
る環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等
を問わずその人権を尊重するとともに、その安全
の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなけれ
ばならない。
２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被
害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する
理解を深めるために必要な研修及び啓発を行う
ものとする。
（教育及び啓発）
第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
力の防止に関する国民の理解を深めるための教
育及び啓発に努めるものとする。
（調査研究の推進等）
第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者
の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康
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 を回復させるための方法等に関する調査研究の
推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び
 資質の向上に努めるものとする。
 （民間の団体に対する援助）
第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
 力の防止及び被害者の保護を図るための活動を
必要な援助を行うよう努
 行う民間の団体に対し、
めるものとする。
 （都道府県及び市の支弁）
都道府県は、次の各号に掲げる費用を支
 第２７条
弁しなければならない。
 （１） 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる
業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。
）
 （２） 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相
談所が行う一時保護（同条第４項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託
して行う場合を含む。）に要する費用

（３） 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱

する婦人相談員が行う業務に要する費用
（４） 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める
者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴

い必要な事務に要する費用
 ２  市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する
 婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しな
ければならない。
 （国の負担及び補助）
 第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道
府県が前条第１項の規定により支弁した費用の
 うち、同項第１号及び第２号に掲げるものについ
ては、その１０分の５を負担するものとする。
 ２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ
 る費用の１０分の５以内を補助することができ
る。
 （１） 都道府県が前条第１項の規定により支弁し
た費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げ

るもの
 （２） 市が前条第２項の規定により支弁した費用
第５章の２  補則

（この法律の準用）
 第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章ま
 での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関
係における共同生活に類する共同生活を営んで
 いないものを除く。）をする関係にある相手から
の暴力（当該関係にある相手からの身体に対する
 暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に
その者が当該関係を
 対する暴力等を受けた後に、
解消した場合にあっては、当該関係にあった者か
 ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）
及び当該暴力を受けた者について準用する。この
 場合において、これらの規定中「配偶者からの暴
力」とあるのは「第２８条の２に規定する関係に
 ある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表
 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
 るものとする。

（下欄 略）
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第６章 罰則
第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用
する第１０条第１項から第４項までの規定によ
るものを含む。次条において同じ。）に違反した
者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金
に処する。
第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）又は第
２８条の２において読み替えて準用する第１２
条第１項（第２８条の２において準用する第１８
条第２項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）の規定により記載すべき事項について
虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立
てをした者は、１０万円以下の過料に処する。
附 則〔抄〕
（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を
経過した日から施行する。ただし、第２章、第６
条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限
る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援セン
ターに係る部分に限る。）
、第２７条及び第２８条
の規定は、平成１４年４月１日から施行する。
（経過措置）
第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所
に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力
に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた
場合における当該被害者からの保護命令の申立
てに係る事件に関する第１２条第１項第４号並
びに第１４条第２項及び第３項の規定の適用に
ついては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援
センター」とあるのは、
「婦人相談所」とする。
（検討）
第３条 この法律の規定については、この法律の施
行後３年を目途として、この法律の施行状況等を
勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必
要な措置が講ぜられるものとする。

附 則〔平成１６年法律第６４号〕
（施行期日）㻌
第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を
経過した日から施行する。
（経過措置）㻌
第２条 この法律の施行前にしたこの法律による
改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律（次項において「旧法」という。）
第１０条の規定による命令の申立てに係る同条
の規定による命令に関する事件については、なお
従前の例による。
２ 旧法第１０条第２号の規定による命令が発せ
られた後に当該命令の申立ての理由となった身
体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に
危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこ
の法律による改正後の配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」と
いう。）第１０条第１項第２号の規定による命令
の申立て（この法律の施行後最初にされるものに
限る。）があった場合における新法第１８条第１
項の規定の適用については、同項中「２月」とあ
るのは、「２週間」とする。
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 （検討）
新法の規定については、この法律の施行後
 第３条
３年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、
 検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置
が講ぜられるものとする。
 
附 則〔平成１９年法律第１１３号〕
〔抄〕

（施行期日）
 第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を
 経過した日から施行する。
（経過措置）
 第２条 この法律の施行前にしたこの法律による
 改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律第１０条の規定による命令の
 申立てに係る同条の規定による命令に関する事
  件については、なお従前の例による。

附 則〔平成２５年法律第７２号〕
〔抄〕
（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過
 した日から施行する。
























－－
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６ 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２８日法律第６４号）
改正 平成２９年３月３１日法律第１４号



目次
第１章 総則（第１条―第４条）
 第２章 基本方針等（第５条・第６条）
 第３章 事業主行動計画等
 第１節 事業主行動計画策定指針（第７条）
  第２節 一般事業主行動計画（第８条―第１４
条）

 第３節 特定事業主行動計画（第１５条）
  第４節 女性の職業選択に資する情報の公表
（第１６条・第１７条）
 第４章 女性の職業生活における活躍を推進する
 ための支援措置（第１８条―第２５条）
第５章 雑則（第２６条―第２８条）
 第６章
罰則（第２９条―第３４条）
 附則
第１章 総則

（目的）
 第１条 この法は、近年、自らの意思によって職業
又は営もうとする女性がその個性と
 生活を営み、
能力を十分に発揮して職業生活において活躍す
 ること（以下「女性の職業生活における活躍」と
いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男
 女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８
 号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活にお
ける活躍の推進について、その基本原則を定め、
 並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら
かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計
 画の策定、女性の職業生活における活躍を推進す
 るための支援措置等について定めることにより、
女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的
 に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、
急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化そ
 の他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで
 活力ある社会を実現することを目的とする。
（基本原則）
 第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職
 業生活における活躍に係る男女間の格差の実情
を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、
 又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、
昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活
 に関する機会の積極的な提供及びその活用を通
 じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映
した職場における慣行が女性の職業生活におけ
 る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性
と能力が十分に発揮できるようにすることを旨
 として、行われなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生
 ２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、行わなければなら
ない。
３  女性の職業生活における活躍の推進に当たっ
ては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関
し、本人の意思が尊重されるべきものであること
に留意されなければならない。
（国及び地方公共団体の責務）
第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性
の職業生活における活躍の推進についての基本
原則（次条及び第５条第１項において「基本原則」
という。）にのっとり、女性の職業生活における
活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ
れを実施しなければならない。
（事業主の責務）
第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用
し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職
業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労
働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇
用環境の整備その他の女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努
めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女
性の職業生活における活躍の推進に関する施策
に協力しなければならない。
第２章 基本方針等
（基本方針）
第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業
生活における活躍の推進に関する施策を総合的
かつ一体的に実施するため、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方
針」という。）を定めなければならない。
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
（１） 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る基本的な方向
（２） 事業主が実施すべき女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組に関する基本的な
事項
（３） 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る施策に関する次に掲げる事項
  イ 女性の職業生活における活躍を推進する
ための支援措置に関する事項
  ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るため
に必要な環境の整備に関する事項
  ハ その他女性の職業生活における活躍の推
進に関する施策に関する重要事項
（４） 第３号に掲げるもののほか、女性の職業生
活における活躍を推進するために必要な事項
３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議
の決定を求めなければならない。
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定
があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな
ければならない。
５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用
する。


－－

 （都道府県推進計画等）
都道府県は、基本方針を勘案して、当該都
 第６条
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。
市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め
 ２られているときは、
基本方針及び都道府県推進計
 画）を勘案して、当該市町村の区域内における女
性の職業生活における活躍の推進に関する施策
 についての計画（次項において「市町村推進計画」
 という。）を定めるよう努めるものとする。
３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は
 市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅
 滞なく、これを公表しなければならない。
第３章 事業主行動計画等

 第１節 事業主行動計画策定指針
第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣
 は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進
 に関する取組を総合的かつ効果的に実施するこ
とができるよう、基本方針に即して、次条第１項
 に規定する一般事業主行動計画及び第１５条第
（次項におい
 １項に規定する特定事業主行動計画
て「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関
 する指針（以下「事業主行動計画策定指針」とい
う。）を定めなければならない。
 ２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ
 る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき
ものを定めるものとする。
 （１） 事業主行動計画の策定に関する基本的な事
 項
（２） 女性の職業生活における活躍の推進に関す
 る取組の内容に関する事項
 その他女性の職業生活における活躍の推進
 （３）
に関する取組に関する重要事項
 ３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、
事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと
 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 第２節 一般事業主行動計画

（一般事業主行動計画の策定等）
 第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下
 「一般事業主」という。）であって、常時雇用す
る労働者の数が３００人を超えるものは、事業主
 行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画
 （一般事業主が実施する女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。
 以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、厚生労働大臣に届け出なければならな
 い。これを変更したときも、同様とする。
一般事業主行動計画においては、次に掲げる事
 ２項を定めるものとする。
 （１） 計画期間
 女性の職業生活における活躍の推進に関す
 （２）
る取組の実施により達成しようとする目標
 （３） 実施しようとする女性の職業生活における
 活躍の推進に関する取組の内容及びその実施
時期
 ３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚
 生労働省令で定めるところにより、採用した労働


者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年
数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労
働者に占める女性労働者の割合その他のその事
業における女性の職業生活における活躍に関す
る状況を把握し、女性の職業生活における活躍を
推進するために改善すべき事情について分析し
た上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ
ばならない。この場合において、前項第２号の目
標については、採用する労働者に占める女性労働
者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割
合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める
女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的
に定めなければならない。
４  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、これを労働者に周知さ
せるための措置を講じなければならない。
５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、これを公表しなければ
ならない。
６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事
業主子づ王計画に定められた目標を達成するよ
う努めなければならない。
７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数
が３００人以下のものは、事業主行動計画策定指
針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労
働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届
け出るよう努めなければならない。これを変更し
たときも、同様とする。
８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が
一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとす
る場合について、第４項から第６項までの規定は
前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計
画を定め、又は変更した場合について、それぞれ
準用する。
（基準に適合する一般事業主の認定）
第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の
規定による届出をした一般事業主からの申請に
基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当
該事業主について、女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状
況が優良なものであることその他の厚生労働省
令で定める基準に適合するものである旨の認定
を行うことができる。
（認定一般事業主の表示等）
第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及
び第２０条第１項において「認定一般事業主」と
いう。）は、商品、役務の提供の用に供する物、
商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若し
くは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次
項において「商品等」という。）に厚生労働大臣
の定める表示を付することができる。
２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商
品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を
付してはならない。
（認定の取消し）
第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の
各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定
を取り消すことができる。



－－





 （１） 第９条に規定する基準に適合しなくなった
と認めるとき。
 （２） この法律又はこの法律に基づく命令に違反
 したとき。
（３） 不正の手段により第９条の認定を受けたと
 き。
 （委託募集の特例等）
第１２条 承認中小事業主団体の構成員である中
 小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労
以下この
 働者の数が３００人以下のものをいう。
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２２年法律第１４１号）
 第３６条第１項及び第３項の規定は、当該構成員
である中小事業主については、適用しない。
 ２ この条及び次条において「承認中小事業主団
 体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他
の特別の法律により設立された組合若しくはそ
 の連合会であって厚生労働省令で定めるもの又
 は一般社団法人で中小事業主を直接又は関節の
構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に
 該当するものに限る。）のうち、その構成員であ
る中小事業主に対して女性の職業生活における
 活躍の推進に関する取組を実施するための人材
確保に関する相談及び援助を行うものであって、
 その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談
 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定
める基準に適合する旨の承認を行ったものをい
 う。
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に
 ３規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
 は、同項の承認を取り消すことができる。
４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集
 に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め
 るところにより、募集時期、募集人員、募集地域
その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働
 省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。
 ５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規
 定による届出があった場合について、同法第５条
の３第１項及び第３項、第５条の４、第３９条、
 第４１条第２項、第４８条の３、第４８条の４、
 第５０条第１項及び第２項並びに第５１条の２
の規定は前項の規定による届出をして労働者の
 募集に従事する者について、同法第４０条の規定
は同項の規定による届出をして労働者の募集に
 従事する者に対する報酬の供与について、同法第
 ５０条第３項及び第４項の規定はこの項におい
て準用する同条第２項に規定する職権を行う場
 合について、それぞれ準用する。この場合におい
て、同法第３７条第２項中「労働者の募集を行お
 うとする者」とあるのは「女性の職業生活におけ
 る活躍の推進に関する法律第１２条第４項の規
定による届出をして労働者の募集に従事しよう
 とする者」と、同法第４１条第２項中「当該労働
者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある
 のは「期間」と読み替えるものとする。
職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２
 ６の規定の適用については、
同法第３６条第２項中
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「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労
働者の募集に従事させようとする者がその被用
者以外の者に与えようとする」と、同法第４２条
の２中「第３９条に規定する募集受託者」とある
のは「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律（平成２７年法律第６４号）第１２条第４
項の規定による届出をして労働者の募集に従事
する者」とする。
７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、
第２項の相談及び援助の実施状況について報告
を求めることができる。
第１３条 公共職業安定所は、前条第４項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する承認中
小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関す
る調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づ
き、当該募集の内容又は方法について指導するこ
とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図
るものとする。
（一般事業主に対する国の援助）
第１４条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規
定により一般事業主行動計画を策定しようとす
る一般事業主又はこれらの規定による届出をし
た一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策
定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主
行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよう
に相談その他の援助の実施に努めるものとする。
 第３節 特定事業主行動計画
第１５条 国及び地方公共団体の機関、それらの長
又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特
定事業主」という。）は、政令で定めるところに
より、事業主行動計画策定指針に即して、特定事
業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業
生活における活躍の推進に関する取組に関する
計画をいう。以下この条において同じ。）を定め
なければならない。
２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事
項を定めるものとする。
（１） 計画期間
（２） 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の実施により達成しようとする目標
（３） 実施しようとする女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の内容及びその実施
時期
３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又
は変更しようとするときは、内閣府令で定めると
ころにより、採用した職員に占める女性職員の割
合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、
管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
その他のその事務及び事業における女性の職業
生活における活躍に関する状況を把握し、女性の
職業生活における活躍を推進するために改善す
べき事情について分析した上で、その結果を勘案
して、これを定めなければならない。この場合に
おいて、前項第２号の目標については、採用する
職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年
数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に
ある職員に占める女性職員の割合その他の数値
を用いて定量的に定めなければならない。
４  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知
させるための措置を講じなければならない。


－－


 ５  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
 ればならない。
 ６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業
主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し
 なければならない。
特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取
 ７組を実施するとともに、
特定事業主行動計画に定
 められた目標を達成するよう努めなければなら
ない。

第４節 女性の職業選択に資する情報の公
表

（一般事業主による女性の職業選択に資する情
 報の公表）
 第１６条 第８条第１項に規定する一般事業主は、
厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を
 営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する
その事業における女性の職業生活における
 よう、
活躍に関する情報を定期的に公表しなければな
 らない。
２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労
 働省令で定めるところにより、職業生活を営み、
 又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、
その事業における女性の職業生活における活躍
 に関する情報を定期的に公表するよう努めなけ
ればならない。
 （特定事業主による女性の職業選択に資する情
 報の公表）
第１７条 特定事業主は、内閣府令で定めるところ
 により、職業生活を営み、又は営もうとする女性
その事務及び事業にお
 の職業選択に資するよう、
ける女性の職業生活における活躍に関する情報
 を定期的に公表しなければならない。
第４章 女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置
 （職業指導等の措置等）
第１８条 国は、女性の職業生活における活躍を推
 進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創
 業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。
 ２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍
 を推進するため、前項の措置と相まって、職業生
活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ
 の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介
その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を
 講ずるよう努めるものとする。
地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事
 ３務の一部を、
その事務を適切に実施することがで
 きるものとして内閣府令で定める基準に適合す
る者に委託することができる。
 ４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する
 者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由
なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らして
 はならない。
 （財政上の措置等）
第１９条 国は、女性の職業生活における活躍の推
 進に関する地方公共団体の施策を支援するため
 に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよ
う努めるものとする。


（国等からの受注機会の増大）
第２０条 国は、女性の職業生活における活躍の推
進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金
融公庫その他の特別の法律によって設立された
法人であって政令で定めるものをいう。）の役務
又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意
しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活
における活躍に関する状況又は女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組の実施の状況
が優良な一般事業主（次項において「認定一般事
業主等」という。）の受注の機会の増大その他の
必要な施策を実施するものとする。
２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般
事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施
策を実施するように努めるものとする。
（啓発活動）
第２１条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活
における活躍の推進について、国民の関心と理解
を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な
啓発活動を行うものとする。
（情報の収集、整理及び提供）
第２２条 国は、女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組に資するよう、国内外における女
性の職業生活における活躍の状況及び当該取組
に関する情報の収集、整理及び提供を行うものと
する。
（協議会）
第２３条 当該地方公共団体の区域において女性
の職業生活における活躍の推進に関する事務及
び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下こ
の条において「関係機関」という。）は、第１８
条第１項の規定により国が講ずる措置及び同条
第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置
に係る事例その他の女性の職業生活における活
躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施
されるようにするため、関係機関により構成され
る協議会（以下「協議会」という。）を組織する
ことができる。
２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団
体の区域内において第１８条第３項の規定によ
る事務の委託がされている場合には、当該委託を
受けた者を協議会の構成員として加えるものと
する。
３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認
めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし
て加えることができる。
（１） 一般事業主の団体又はその連合団体
（２） 学識経験者
（３）  その他当該関係機関が必要と認める者
４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下
この項において「関係機関等」という。）が相互
の連絡を図ることにより、女性の職業生活におけ
る活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等
の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応
じた女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組について協議を行うものとする。
５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公
表しなければならない。





－－





 （秘密保持義務）
第２４条 協議会の事務に従事する者又は協議会
 の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協
 議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。
 （協議会の定める事項）
前２条に定めるもののほか、協議会の組
 第２５条
織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め
 る。
第５章 雑則
 （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
 第２６条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し
第８条第１項に規定
 必要があると認めるときは、
する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、
 指導若しくは勧告をすることができる。
（権限の委任）
 第２７条 第８条から第１２条まで及び前条に規
 定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令定め
るところにより、その一部を都道府県労働局長に
 委任することができる。
 （政令への委任）
第２８条 この法律に定めるもののほか、この法律
 の実施のために必要な事項は、政令で定める。
第６章 罰則
 第２９条
第１２条第５項において準用する職業安
 定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命
令に違反して、労働者の募集に従事した者は、１
 年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。
 第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１
年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。
 （１） 第１８条第４項の規定に違反した者
 （２） 第２４条の規定に違反した者
第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、６
 月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。
 （１） 第１２条第４項の規定による届出をしない
で、労働者の募集に従事した者
 （２） 第１２条第５項において準用する職業安定
 法第３７条第２項の規定による指示に従わな
かった者
 （３） 第１２条第５項において準用する職業安定
法第３９条又は第４０条の規定に違反した者
 第３２条
次の各号のいずれかに該当する者は、３
 ０万円以下の罰金に処する。
（１） 第１０条第２項の規定に違反した者
 （２）
 第１２条第５項において準用する職業安定
 法第５０条第１項の規定による報告をせず、又
は虚偽の報告をした者
 （３） 第１２条第５項において準用する職業安定法
 第５０条第２項の規定による立入り若しくは検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対
 して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者又は法人若しくは人の代
 第３３条
理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
 人の業務に関し、第２９条、第３１条又は前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
 か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金
刑を科する。
 第３４条
第２６条の規定による報告をせず、又は
 虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料に
処する。
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附 則
（施行期日）㻌
第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただ
し、第３章（第７条を除く。
）、第５章（第２８条
を除く。）及び第６章（第３０条を除く。
）の規定
並びに附則第５条の規定は、平成２８年４月１日
から施行する。
（この法律の失効）㻌
第２条 この法律は、平成３８年３月３１日限り、
その効力を失う。
２ 第１８条第３項の規定による委託に係る事務
に従事していた者の当該事務に関して知り得た
秘密については、同条第４項の規定（同項に係る
罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同
項に規定する日後も、なおその効力を有する。
３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に
関して知り得た秘密については、第２４条の規定
（同条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効
力を有する。
４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の
適用については、この法律は、第１項の規定にか
かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力
を有する。
（政令への委任）㻌
第３条 前条第２項から第４項までに規定するも
ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は、政令で定める。
（検討）㻌
第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した
場合において、この法律の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、この法律の規定につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
（社会保険労務士法の一部改正）㻌
第５条 社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９
号）の一部を次のように改正する。
 別表第１第２０号の２５の次に次の１号を加える。
２０の２６ 女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律（平成２７年法律第６４号）
（内閣府設置法の一部改正）㻌
第６条 内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）
の一部を次のように改正する。
 附則第２条第２項の表に次のように加える。
 平成３８年３月３１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２７年法律第６４号）第５条第
１項に規定するものをいう。）の策定及び推進に
関すること。
理 由 
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、もって豊かで活力ある社会を実現するた
め、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
る必要がある。これが、この法律案を提出する理由
である。


－－




附 則〔平成２９年法律第１４号〕
 〔抄〕
（施行期日）㻌
第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
（１） 第１条中雇用保険法第６４条の次に１条を
加える改正規定及び附則第３５条の規定 公
布の日
（４） 第２条中雇用保険法第１０条の４第２項、
第５８条第１項、第６０条の２第４項、第７
６条第２項及び第７９条の２並びに附則第１
１条の２第１項の改正規定並びに同条第３項
の改正規定（「１００分の５０を」を「１００
分の８０を」に改める部分に限る。）、第４条
の規定並びに第７条中育児・介護休業法第５
３条第５項及び第６項並びに第６４条の改正
規定並びに附則第５条から第８条まで及び第
１０条の規定、附則第１３条中国家公務員退
職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第１
０条第１０項第５号の改正規定、附則第１４
条第２項及び第１７条の規定、附則第１８条
（次号に掲げる規定を除く。
）の規定、附則第
１９条中高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和４６年法律第６８号）第３８条第
３項の改正規定（「第４条第８項」を「第４条
第９項」に定める部分に限る、）、附則第２０
条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律
（昭和５１年法律第３３号）第３０条第１項
の表第４条第８項の項、第３２条の１１から
第３２条の１５まで、第３２条の１６第１項
及び第５１条の項及び第４８条の３及び第４
８条の４第１項の項の改正規定、附則第２１
条、第２２条、第２６条から第２８条まで及
び第３２条の規定並びに附則第３３条（次号
に掲げる規定を除く。）の規定 平成３０年１
月１日
（罰則に関する経過措置）㻌
第３４条 この法律（附則第１条第４号に掲げる規
定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
（その他の経過措置の政令への委任）㻌
第３５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。




－－





  衆議院における附帯決議
平成２７年６月３日 衆議院内閣委員会

 政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たって
は、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。


一 女性の職業生活における活躍の推進には、男女
 の別を問わず、家庭生活における活動について自
 らの役割を円滑に果たしつつ職業生活における活
動を行うことが重要であることに鑑み、そのため
 に必要な環境の整備を行うこと。
二 女性の輝く社会の実現において、男女間賃金格
 差の是正に向けた取組が重要であることから、女
 性がその職業生活において、意欲をもって能力を
伸長・発揮できる環境を整備するため、男女間に
 賃金格差が存在する現状に鑑み、公労使により賃
金格差の是正に向けた検討を行うこと。また、一
 般事業主行動計画を策定するに当たっては、「男女
 の賃金の差異」を省令によって状況把握の任意項
目に加えることについて検討すること。
 三  非正規労働者の７割、かつ雇用者全体の４分の
 １を非正規労働者の女性が占めていることに鑑
み、その待遇改善のために、短時間労働者の雇用
 管理の改善等に関する法律第９条のガイドライン
を策定することを速やかに検討するものとするこ
 と。
 女性の活躍を一層推進する観点から、積極的改
 四善措置について、その実施状況を確認し、必要な
 措置を講ずるものとすること。
一般事業主行動計画の策定に当たって、男女の
 五育児休業取得割合、男女間の賃金格差、自ら使用
 する労働者に占める正規労働者の割合及び自ら使
用する女性労働者に占める正規女性労働者の割合
 等について、省令によって状況把握の任意項目に
加えることについて検討すること。
 六  一般事業主行動計画の策定又は変更に当たって
 は、労使の対話等により労働者のニーズを的確に
把握するよう、行動計画策定指針において示すこ
 と。
 七  一般事業主による事業主行動計画に基づく取組
の実施状況の公表を促進すること。
 八 特定事業主行動計画の策定に当たって、男女の
 育児休業取得割合、男女間の給与格差、任用する
職員に占める正規職員の割合及び任用する女性職
 員に占める正規職員の割合等について、内閣府令
によって状況把握の任意項目に加えることについ
 て検討すること。
公務員の臨時・非常勤職員においても、女性が
 九多数を占めることに鑑み、すべての女性の活躍を
 促進する観点からも、臨時・非常勤職員について、
制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件
 が確保できるよう引き続き配慮すること。
 十 協議会を組織する関係機関は、必要に応じ、協
議会に男女共同参画センター、労働組合、教育訓
 練機関その他の女性労働者に対し支援を行う団体
も構成員として加えるよう検討すること。
 十一
協議会に学識経験者を加えるに当たっては、
 その構成員の男女比が特段の理由なく大きく偏る
ことのないよう配慮すること。



資料編䢢

十二 固定的性別役割分担意識が払拭され、女性が
活躍しやすい環境となるよう、本法の施行後３年
の見直しに併せて、男女雇用機会均等法の改正に
ついて検討を進めるものとすること。
十三 本法の施行に当たっては、その実効性を確保
するため、労働者又は企業からの相談等に迅速か
つ的確に対応できる体制の強化を図るものとする
こと。
十四 社会における女性の活躍は目覚ましいことか
ら、本法の施行後３年の見直しについて、積極的
に検討を行うこと。

－－

  参議院における附帯決議
平成２７年８月２５日 参議院内閣委員会

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適
切な措置を講ずべきである。

一 男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、女性
 の職業生活において、意欲をもって能力を伸長・
 発揮できる環境を整備するため、公労使により賃
金格差の是正に向けて検討すること。
 二  非正規労働者の７割、かつ雇用者全体の４分の
１を非正規労働者の女性が占めていることに鑑
 み、本法の実効性を担保するため、本法に基づく
 実態把握、分析、目標設定、事業主行動計画の策
定・公表等は雇用管理区分ごとに行われるよう検
 討すること。
 派遣労働者については、派遣元事業主による実
 三態把握等に加え、実際に使用している派遣先事業
 主により、実態把握、分析等がなされるとともに、
事業主行動計画に「雇用形態の変更等の機会の積
 極的な提供」などが盛り込まれるよう検討するこ
 四と。
一般事業主が事業主行動計画を策定するに当た
 って、男女の育児休業取得割合、男女間の賃金格
差、自ら使用する労働者に占める正規労働者の割
 合及び自ら使用する女性労働者に占める正規女性
 労働者の割合等を省令によって状況把握の任意項
目に加えることについて検討すること。
 五  一般事業主が事業主行動計画を策定し、又は変
 更するに当たっては、労使の対話等により労働者
の実態やニーズを的確に把握するよう、事業主行
 動計画策定指針において示すこと。
六  一般事業主による事業主行動計画に基づく取組
 の実施状況の公表を促進すること。
 七 ジャンダー策定の義務付けに係る規模要件につ
いては、本法施行後の状況等を踏まえ、その見直
 しについて検討すること。
広報活動等を通じ、優れた取組を行う一般事業
 八主の認定制度を周知することにより、一般事業主
 による女性の職業生活における活躍に関する取組
を促進すること。また、認定一般事業主の認定に
 当たっては、基準の客観性が確保されるよう配慮
 するとともに、非正規労働者に対する処遇改善を
認定の要件とすることを検討すること。
 九 特定事業主が事業主行動計画を策定するに当た
って、男女の育児休業取得割合、男女間の給与格
 差、任用する職員に占める正規職員の割合及び任
 用する女性職員に占める正規職員の割合等を内閣
府令によって状況把握の任意項目に加えることに
 ついて検討すること。
公務員の臨時・非常勤職員においても、女性が
 十多数を占めることに鑑み、全ての女性の活躍を促
 進する観点からも、臨時・非常勤職員について、
制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件
 が確保できるよう引き続き配慮するとともに、そ
の実態を把握すること。
 十一
協議会を組織する関係機関に、必要に応じ、
 協議会に男女共同参画センター、労働組合、教育
訓練機関その他の女性労働者に対し支援を行う団
 体も構成員として加えることを検討するよう促す
 こと。

十二 地方公共団体においても本法及び本附帯決議
に基づく適切な措置が講じられるよう支援すると
ともに、周知・助言等を図ること。
十三 家庭及び地域を取り巻く環境の変化等により
家庭における子育て及び介護に支障が生じないよ
う、家庭における子育て及び介護の支援に関する
施策の推進を図ること。
十四 配偶者からの暴力及びストーカー行為等によ
り、女性の職業生活における活躍が阻害されるこ
とがないよう、被害の防止及び被害者に対する相
談・支援体制の充実を図ること。
十五 男女を問わず職業生活を営む上で障害とな
る、あらゆるハラスメントに一元的に対応する体
制の整備について、事業主の措置を促すことを検
討するとともに、ハラスメントの防止に向けて、
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等関連す
る法律の改正を積極的に検討すること。
十六 固定的性別役割分担意識が払拭され、女性が
活躍しやすい環境となるよう、本法の施行後３年
の見直しを積極的に検討するとともに、男女雇用
機会均等法の改正についても検討を進めること。

－－
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７ 男女共同参画のあゆみ

年
年

世界の動き
国際連合誕生

国の動き
婦人参政権確立

「婦人の地位向上委員会」
発足
○婦人に対する差別撤廃
宣言採択
年を国際婦人年と
することを宣言
「国際婦人年世界会議」開
催 メキシコシティー 
○「世界行動計画」採択
年から年
までを「国際婦人の十
年」と決定


婦人参政初の総選挙
日本国憲法公布


兵庫県の動き

朝来市の動き



















内閣総理大臣を本部長とする
「婦人問題企画推進本部」を
設置
総理府婦人問題担当室業務開始
女子教育職員、看護婦、保母
等の育児休業に関する法律の
成立 昭和年施行 
国際婦人年記念日本婦人問題
会議開催
「民法等の一部を改正する法
律」 離婚復氏制度 の成立、施
行









昭和年 
年
昭和年 
年
昭和年 
年
昭和年 
年
昭和年 


年
昭和年 

年

「国際婦人の十年」始まる
 年まで +.1 国際
労働機関 事務局に婦人労
働問題担当室設置






婦人問題懇話会開催

婦人対策室設置
婦人施策企画推進会議設置
婦人施策連絡会議設置
兵庫県婦人行動綱領制定 

「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 採択 第回国連総会 
「国連婦人の十年中間年
世界会議」開催 コペンハ
ーゲン 
「女子差別撤廃条約署名
式」開催 か国 
「女子差別撤廃条約」発効
○+.1「家族的責任を有す
る男女労働者の機会均
等及び待遇の均等に関
する条約 号 」採択








「女子差別撤廃条約」署名
配偶者の相続分アップを内容
とする改正民法成立 昭和
年施行 





「国内行動計画後期重点目
標」発表

ひょうごの婦人 白書 発
行
婦人問題研究会議設置





「幸せをつくる－婦人の
ための章－」発行




昭和年 

「国内行動計画」策定
国立婦人教育会館開館



年
昭和年 
年
昭和年 


年
昭和年 


年
昭和年 


年
昭和年 
年
昭和年 

年
昭和年 


年
昭和年 
年
昭和年 

「ナイロビ世界会議のた
めのエスカップ地域政府
間準備会議」開催 東京 

アジア・太平洋地域婦人国際
シンポジウム開催
父母両系主義の立場をとる改
正国籍法成立 昭和年施行 
「国連婦人の十年最終年 生活保護基準額の男女差解消
世界会議」開催 ナイロビ  女性の年金権の確立 国民年
○「婦人の地位向上のため 金法の改正・昭和年施行 
のナイロビ将来戦略」採 「男女雇用機会均等法」成立
昭和年施行 
択
「女子差別撤廃条約」批准

婦人問題企画推進有識者会議
開催

「西暦年に向けての新
国内行動計画」策定

－－



「ひょうごの婦人しあわ
せプラン」策定












年
年

世界の動き

国の動き





「国連婦人の地位委員会」
○「ナイロビ将来戦略の第
回見直しと評価に伴
う勧告及び結論」採択


「西暦年に向けての新
国内行動計画」の見直し方針
決定

平成元年 
年
平成年 

年
平成年 


年



「西暦年に向けての新
国内行動計画 第次改定 」策
定
「育児休業法」成立 平成年
施行 
初の婦人問題担当大臣設置

兵庫県の動き
「ひょうごの婦人しあわせ 
プラン」の見直しを始める
「新ひょうごの女性しあ 
わせプラン」策定
女性施策推進委員会設置




県立女性センター開設



平成年 
年
平成年 

年
平成年 


年
平成年 

年

「国連世界人権会議」開催
ウィーン 
○国連総会「女性に対する
暴力撤廃宣言」採択
「エスカップ地域閣僚会
議」開催 ジャカルタ 
○「ジャカルタ宣言」採択
「国際人口開発会議」開催
カイロ 
○国連人権委員会「女性に
対する暴力をなくす決
議」採択
「第回世界女性会議」開
催 北京 
○「北京宣言」及び「行動
綱領」採択
「人権教育の国連年」
始まる


平成年 

年



平成年 


年



「パートタイム労働法」成立、 「審議会等の委員への女
施行
性の登用推進要綱」制定
中学校で家庭科が男女必修
女性施策推進連絡会議登
用推進部会設置
男女共同参画室、男女共同参 
画審議会、男女共同参画推進
本部設置
高等学校で家庭科が男女必修
子育て支援のための「エンゼ
ルプラン」策定
「育児休業法」改正 育児・介 
護休業法成立 
+.1「家族的責任を有する男女
労働者の機会及び待遇の均等
に関する条約 号 」批准

男女共同参画審議会から「男
女共同参画ビジョン」答申
「男女共同参画年プラ
ン」策定
「男女雇用機会均等法」
「労働
基準法」改正 平成年全面
施行 
「育児・介護休業法」改正 平
成年全面施行 
「介護保険法」公布








「新ひょうごの女性しあ
わせプラン後期実施計
画」策定











「男女共同参画社会の形
成についての意識と実態
に関する調査」の実施







平成年 
年



平成年 

年
平成年 


国連特別総会「女性
年会議」開催 ニューヨー
ク
○「政治宣言」及び「成果
文書」採択

「男女共同参画社会基本法」
公布、施行
「児童売春・児童ポルノ禁止
法」成立
「農山漁村男女共同参画推進
指針」策定
「介護保険法」施行
「ストーカー行為等の規制等
に関する法律」施行
男女共同参画審議会「女性に
対する暴力に関する基本的方
策について」答申
「男女共同参画基本計画」策定

－－

朝来市の動き



資料編䢢


年

年

世界の動き


平成年 


年



国の動き
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」制定、施行
「男女共同参画週間」設定


平成年 
年



平成年 

年



平成年 

年
平成年 


年

「第回国連婦人の地位
委員会 北京＋ 」開催
ニューヨーク 




平成年 

「少子化社会対策基本法」施行
「次世代育成支援対策推進
法」施行
「児童虐待防止法」改正、施行
「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」一部改正、施行
「男女共同参画基本計画」 第
次 閣議決定
「介護保険法」
「育児・介護休
業法」改正
「高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関
する法律」制定
「男女雇用機会均等法」改正
平成年施行 



年



平成年 

年



平成年 
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」の一部改正
「パートタイム労働法」改正
「次世代育成支援対策推進
法」改正



「育児・介護休業法」改正

「第回国連婦人の地位
委員会 北京＋ 」開催
ニューヨーク 


「第次男女共同参画基本計
画」策定

平成年 

年
平成年 
年
平成年 
年
平成年 
年
平成年 

「障害者虐待の防止、障害者
の養護者に対する支援等に関
する法律」制定
「女性に関する#5'#0 「子ども・子育て支援法」等子
閣僚級会合」開催 ラオス  ども・子育て関連法公布
「#2'%女性と経済フォ 「配偶者からの暴力の防止及
ーラム」開催 バリ  び被害者の保護に関する法律」
改正
「日本再興戦略」閣議決定

－－

兵庫県の動き
｢兵庫県男女共同参画計
画－ひょうご男女共同参
画プラン－｣策定

朝来市の動き


「男女共同参画社会づく
り条例」制定、施行
「男女共同参画兵庫県率
先行動計画－ひょうごア
クション８－」策定






「市民意識調査」実施
「朝来市男女共同参画推
進本部」設置
「朝来市男女共同参画プ
ロジェクトチーム」設置

「兵庫県男女共同参画計
画－ひょうご男女共同参
画プラン－ 後期実施
計画 」策定
「第次男女共同参画兵庫
県率先行動計画－新ひょう
ごアクション８－」策定
「兵庫県配偶者等からの
暴力 ＤＶ 対策基本計画」
策定


「あさご女性チャレンジ
ひろばコーナー」開設




「兵庫県配偶者等からの
暴力対策基本計画」策定
「第次男女共同参画兵庫
県率先行動計画－ひょうご
アクション８－」策定


「兵庫県男女共同参画計
画－新ひょうご男女共同
参画プラン－」策定
「第次男女共同参画兵庫
県率先行動計画－ひょうご
アクション－」策定








「朝来市男女共同参画プ
ラン～ウィズ（ｗｉｔｈ）
プラン～」策定


「人権についての市民意
識調査」実施


「男女間の暴力に関する
アンケート調査」実施



年
年

世界の動き

国の動き
「すべての女性が輝く社会づ
くり推進室」発足
「すべての女性が輝く政策パ
ッケージ」決定
「男女雇用機会均等法」改正
「&8防止法」の改正
「女性活躍加速のための重点
方針」策定
「女性活躍推進法」公布
「労働基準法」改正
「第４次男女共同参画基本計
画」閣議決定



平成年 

年
平成年 

年
平成年 
年
平成年 

年

「ひょうご女性の活躍推
進会議」発足
「ひょうご女性活躍行動
宣言」採択
「第５次男女共同参画兵
庫県率先行動計画－ひょ
うごアクション８－」改定
「東アジア家族・男女共同 「子ども・子育て支援法」改正 「ひょうご男女いきいき
参画担当大臣フォーラム」 「ストーカー規制法」改正
プラン」策定
第１回開催

「次世代育成支援対策推進 「兵庫県庁ワーク・ライ
フ・バランス取組宣言」
法」改正
発表
「育児・介護休業法」改正
「働き方改革実行計画」策定
「男女雇用機会均等法改正
法」の公布



「第回国連婦人の地位
委員会 北京＋ 」開催 ニ
ューヨーク 
「第３回国連防災世界会
議」開催 仙台 

平成年 





兵庫県の動き




－－

朝来市の動き
「第２次朝来市男女共同
参画プラン～ウィズ
YKVJ プラン～」策定

「人権についての市民意
識調査」実施

「女性の活躍推進に関す
る意識調査」実施


「第３次朝来市男女共同
参画プラン～ウィズ
YKVJ プラン～」策定
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８ 用語の説明

ここでは、本編で記載している用語について説明しています。ページ数はその用語が最
初に記載されているページを示しています。

‒ ‒ あ行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
【育児・介護休業法】（２７ページ）㻌
正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」とい
い、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立が図られるよう支援し、その福祉を増進す
るとともに、経済や社会の発展に資することを目的として定められた法律です。
育児・介護を理由とする離職を防止し、仕事と家庭が両立しやすい就業環境の整備等をさら
に進めていくため、平成年月に施行された改正法が同年月にさらに改正され、同年
月日から施行されました。その中で最も重要なポイントは、育児休業期間の延長で、子ども
が歳半になった時点で、保育所に入れないなどの場合に、再度休暇の申請をすることで、育
児休業期間が最長で歳まで延長可能になりました。
㻌
【生野マルシェ】（２９ページ）㻌
生野で活動している女性たちが集まって、少しずつ手をつなぎながら生野の魅力を発信した
いと活動している団体です。

【ＮＰＯ】（３１ページ）㻌
営利を目的とせずに、福祉、環境、スポーツ、まちづくり、人権・平和、男女共同参画など
さまざまな分野における自主的な社会活動を行っている団体のことをいいます。平成年３
月にはＮＰＯに法人格を与え、活動を支援するための「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」
が成立しています。


【ＳＮＳ】（５１ページ）㻌
友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコミュ
ニティ型のサービスのことで、9GDサイトや専用のスマートフォンアプリなどで閲覧・利用す
ることができます。


‒ ‒ か行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
【キャリア教育】（５１ページ）㻌
子どもたちが生きる力を身につけ、それぞれが直面するさまざまな課題に対応し、社会人と
して自立できるようにするための教育活動のことをいいます。


【ゲートキーパー】（４３ページ）㻌
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守る）を行うことができる人のことで、言わば「命の門番」と
も位置付けられる人のことです。

㻌

－－

【健康寿命】（４２ページ）㻌
  健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことをいいます。平均寿命
から日常生活に制限があり支援や介護が必要となる期間を差し引いた寿命のことです。

【更年期】（４２ページ）㻌
更年期とは加齢に伴い性ホルモンが減少する時期であり、更年期障害は性ホルモンの低下に
より引き起こされる心と体のトラブルで、日常生活に支障をもたらす症状です。近年は、女性
と同様に、男性の更年期障害も理解されるようになりました。
㻌
【固定的性別役割分担意識】（１０ページ）㻌
男である、女であるという性別を理由として、「男は仕事、女は家庭」「男は主、女は従」と
いうように役割を固定する考え方や意識のことをいいます。性別によって役割を固定する意識
は、結果的に男女格差を生み、男女の対等な社会参画を困難にする要因となっています。


‒ ‒ さ行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
【仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）】（１ページ）㻌
老若男女の誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発等、さまざまな活動につい
て、自ら希望するバランスで展開できる状態をいいます。この実現は、働き方の見直し等によ
り、多様な選択が可能な社会をつくり、働く者一人ひとりが意欲を持って働きながら豊かさを
実感して暮らせるようになることです。これは少子化対策や労働市場改革にとどまらず、人々
の生き方、ひいては社会のあり方にかかわる重要な課題です。

【ジェンダー】（４９ページ）㻌
セックス（UGZ）が生物学上の性差であるのに対して、社会通念や慣習の中で、社会によっ
て作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような性差をジェンダー（社会的性別）
といいます。また、「ジェンダーの視点」というような使われ方をすることがありますが、ジ
ェンダーが性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これら
が社会的につくられたものであることを意識していこうとするものです。
㻌
【障害者雇用促進法の一部を改正する法律】（４５ページ）㻌
正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」で、雇用の分野にお
ける障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための
措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況を踏まえ、精神
障害者を法定雇用率の算定基礎に加えるなどの措置を講ずることが規定されています。合理的
配慮の提供義務については、事業主に、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するため
の措置を講ずることを義務付けています。（ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を
及ぼすこととなる場合を除きます。
）


㻌
㻌
㻌
㻌

－－
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【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律】（４５ページ）㻌
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的と
して、平成年月に制定され、平成年４月から施行されました。この法律では、
「不当な
差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
「不当な差別的取扱いの禁止」
とは、役所や事業者が障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁
止することをいいます。「合理的配慮の提供」とは、役所や事業者に対して、障害者から社会
の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時
に、負担が重すぎない範囲で対応すること（事業者に対しては、対応に努めること）をいいま
す。
㻌
【食㻌 育】（４３ページ）㻌
子どもの心と身体の健康を増進し、豊かな人間性と健全な食生活をめざすとともに、すべて
の人の生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすため、
「食」に対する考え方を育て、
「その選択
を手助け」することを目的に行います。


【ジョブサポあさご】（３６ページ）㻌
  朝来市無料職業紹介所のことで、平成年月１日から開設しています。朝来市への7+,
ターンを希望される学生や既卒の歳未満の方に対し、朝来市内を含めた近隣市町の企業へ
の就職斡旋・職業相談・企業情報提供を行う公的な機関です（厚生労働省届出済）。住まい（空
き家バンク）と仕事（ジョブサポあさご）の両面で朝来市への7+,ターンを希望される方をサ
ポートします。

【スキルアップ】（２３ページ）㻌
仕事を行う上で必要な技術や技能を習得して、レベルアップすることをいいます。
㻌
【ストーカー（つきまとい）】（６ページ）㻌
一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き、相手もまた自分に愛情や関心を抱いている、あるい
は抱くようになるはずだと病的に思い込み、執拗に相手をつけ回し迷惑や攻撃や被害を与える
行為をすることをいいます。


【セーフティネット】（４６ページ）㻌
「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで、全体に対して安全や安心を提供
するための仕組みのことをいいます。


【性同一性障害】（４５ページ）㻌
女性なのに、自分は｢本当は男なんだ、男として生きるのがふさわしい｣と考えたり、男性な
のに｢本当は女として生きるべきだ｣と確信したりする現象を「性同一性障害（IGPFGTKFGPVKV[
FKUQTFGT、)+&）
」と呼びます。


㻌
㻌
㻌

－－

【セクシュアル・ハラスメント（セクハラ：性的いやがらせ）】（１９ページ）㻌
継続的な人間関係において、優位な力関係を背景にして行われる性的いやがらせのことで、
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
つな写真の提示など、さまざまな態様のものが含まれます。職場では、相手の意に反した性的
な性質の言動を行い、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た
り、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させたりすることをいいます。


‒ ‒ た行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
【男女共同参画社会基本法】（１ページ）㻌
 男女の人権が尊重され、かつ、社会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
ことの緊急性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、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
本となる事項が定められています。
㻌
【男女雇用機会均等法】（２５ページ）㻌
  正式には「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」のことを
いい、募集・採用、配置、福利厚生、退職、解雇などにおける男女の差別的な取扱いの禁止、
セクシュアル・ハラスメントの禁止などが定められています。平成  年３月に男女雇用機会
均等法を改正する法律等が公布され、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務が新設
され、平成  年１月１日から施行されました。
㻌
【デートＤＶ】（８ページ）㻌
交際中の若いカップルの間で起こる暴力のことです。暴力の内容は、身体的な暴力、精神的
な暴力のほか、友だち関係の制限やメールや電話のチェックなどの社会的な暴力、高価な物を
買わせたり、貸したお金を返さなかったりするなどの経済的な暴力、性的な暴力があります。
㻌
【ドメスティック・バイオレンス：配偶者等からの暴力（ＤＶ）】（１ページ）㻌
一般的には、夫婦や恋人など親密な関係にある（またはあった）人から振るわれる暴力のこ
とです。単に殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、威嚇や無視など心理的な苦痛を与える
精神的暴力、行動の制限などの社会的暴力、望まない性的な行為の強要などの性的暴力、生活
費を渡さないなどの経済的暴力があります。


‒ ‒ な行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
【認知症サポーター】（３４ページ）㻌
「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症についての正しい理解を持ち、認知症の人
や家族を温かく見守り支援する人を「認知症サポーター」といいます。認知症サポーターは、
認知症を支援する目的として「オレンジリング」を付けて、自分のできる範囲で活動を行いま
す。


‒

－－
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‒ ‒ は行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
【パワー・ハラスメント】（３６ページ）㻌
 職場のパワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係な
どの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は
職場環境を悪化させる行為をいいます。
㻌
【ＰＤＣＡサイクル】（１８ページ）㻌
「2NCP（計画）
」→「&Q（実行）」→「%JGEM（点検・評価）」→「#EVKQP（処置・改善）」
の４段階のプロセスを繰り返し行っていくことで、質の維持・向上、及び継続的な業務改善を
実現していきます。
㻌
【ポジティブ・アクション】（２ページ）㻌
さまざまな分野において、活動に参画する機会の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、活動に参画する機会を積極的に提供する措置のこと
をいいます。


‒ ‒ ら行‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
【ライフステージ】（４３ページ）㻌
人生の段階区分のことで、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、高齢期等という呼び方やそ
の他区分があります。




－－
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