
 

平成 23年３月 

福井県 小浜市 

小浜市男女共同参画基本計画 



 

はじめに 

 

 

 

 

 

 

尐子高齢化の進展、家族や地域社会の多様化など社会情勢が急激に変化する今日、男

女が互いにその人権を尊重し、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

社会の実現が強く求められています。 

 小浜市は、平成 14 年９月に「小浜市男女共同参画推進条例」を制定、同年１２月に

は、『共に生きるために』をテーマとして、「御食国若狭おばま 男女共同参画プラン」

を定め、施策を推進してまいりました。 

平成 23 年度から新たにスタートする第５次小浜市総合計画では、施策の体系の中に

「男女共同参画社会の実現」を位置付け、男女が共に参画し、個性と能力を十分に発揮

できる社会の実現に向け、引き続き意識の改革に努める等としています。 

これを受け、「第２次おばま男女共同参画プラン」の策定にあたっては、次の内容を

追加しました。 

１つに、具体的な施策の中で、近年特に問題となっている配偶者等からの暴力への対

応のため、基本方針Ⅴ『共に守る』を小浜市における「配偶者等からの暴力防止および

被害者保護のための基本計画」として位置付けました。 

２つに、より実効性のある計画とするため、具体的な取組内容を記載するとともに、

審議会等での女性の参画率等、15の項目について数値目標を加えたところです。 

 計画の着実な推進を図るためには、市と市民・団体・事業者の皆様がそれぞれの特性

を活かして連携・協働し、一体となって主体的に取組むことが必要です。今後も、この

計画に基づき、『男女が共に尊重し合い、市民だれもが輝き、活躍できるまち おばま』

をめざし、積極的に施策の推進に取り組んでまいりますので、皆様方の更なるご理解、

ご協力をお願いいたします。 

 この計画の策定にあたり、ご協力を賜りました「小浜市男女共同参画プラン策定委員

会」の皆様をはじめ、市民の皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

平成 23年３月 

 

小浜市長 松崎 晃治 
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第１章 

計画策定にあたって 
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１ 計画策定の趣旨   

 

 小浜市では、平成 14 年 9 月に「小浜市男女共同参画推進条例」を制定し、その条例

を実効あるものにするため、小浜市男女共同参画基本計画「御食国若狭おばま 男女共

同参画プラン」（平成 14年 12月）を策定しました。 

男女があらゆる分野で対等なパートナーシップを発揮しながら、ともに平和で豊かな

地域を築いていくことを目指した取り組みを進めてきました。 

 今後も、男女が対等な立場で個性や能力を発揮しながら、一人の人間として尊重し、

協力し合い、あらゆる分野に参画する機会が確保されるまちづくりを目指して、市・市

民・団体・事業者が参画し、連携・協働して、さまざまな取り組みをしていくことが重

要となります。 

 このようなことから、小浜市において、男女共同参画の基本的な考え方を示し、男女

共同参画社会の早期実現のための施策を総合的かつ計画的に推進していくため「小浜市

男女共同参画推進条例」に基づき「第２次おばま男女共同参画プラン」（以下、「本計画」

という。）を策定しました。 

 

 

２ 計画策定の経緯  

 

（１）世界の動き 

 

 国際連合（国連）における性にもとづく性別の撤廃と女性の地位向上のための取り組

みは、昭和 50年（1975年）の「国際婦人年」をきっかけに大きく前進し、近年、さら

に進展しています。また、「国連環境・開発会議」「世界人権会議」「国際人口・開発会

議」「社会開発サミット」といった世界会議において、環境・人口・貧困等の地球的規

模の課題を解決するためには、女性の地位向上と参画が不可欠であると指摘されていま

す。 
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（２）国の動き 

 

 昭和 50年（1975 年）の「国際婦人年」を契機とした世界的な動きの中、わが国でも

男女平等に関する法律や制度の整備が進展しています。 

 平成 11年（1999 年）には「男女共同参画社会基本法」が制定され、平成 12年（2000

年）には「男女共同参画基本計画」が策定されました。また平成 13年（2001 年）には

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とした「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」（以下、配偶者暴力防止法）が

制定されました。そして、「男女共同参画基本計画」に基づく取り組みを評価・総括し、

平成 17年（2005 年）には「男女共同参画基本計画（第２次）」が策定されています。 

 また、平成 22 年度において、「男女共同参画基本計画（第２次）」に基づく取り組み

を評価・総括した「男女共同参画基本計画（第３次）」の策定が行われました。 

 

暦 出来事 

昭和 60 年（1985年） 「男女雇用機会均等法」公布 

「女子差別撤廃条約」批准 

平成８年（1996年） 「男女共同参画 2000 プラン」策定 

平成 11 年（1999年） 「男女共同参画社会基本法」公布・施行 

平成 12 年（2000年） 「男女共同参画基本計画」策定 

「ストーカー規制法」公布 

平成 13 年（2001年） 「配偶者暴力防止法（DV防止法）」公布 

平成 17 年（2005年） 「男女共同参画基本計画（第２次）」策定 

平成 19 年（2007年） 「男女雇用機会均等対策基本方針」策定 

 

 

（３）県の動き 

  

 福井県では、昭和 63年（1988年）に「21 世紀をめざすふくい女性プラン」、平成 10

年（1998 年）に「ふくい男女共同参画プラン」、平成 14 年（2002 年）に「福井県男女

共同参画計画」を策定し、平成 18年（2006年）には同計画の改定を行い、男女共同参

画の社会づくりを着実に推進しています。また平成 18 年には配偶者からの暴力の防止

および被害者の保護のための施策を総合的かつ計画的に実施するため、県基本計画を策

定しました。平成 21 年には同計画の改定を行い、暴力の防止や被害者の保護のための

施策を推進しています。 
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（４）小浜市の動き 

 

 小浜市では、平成 14年９月に「小浜市男女共同参画推進条例」を制定し、その条例

を実効あるものにするため、「御食国若狭おばま 男女共同参画プラン」を策定し、さ

まざまな施策を実施してきました。さらに、平成 18年に実施した「市民意識調査」の

結果を基に、具体的施策の一部を見直し、改定を行いました。 

 また、勤労者が家庭生活と職業生活との両立を図りつつ、地域社会にも参画すること

を可能にするための環境整備として「家庭と仕事の両立の日」を平成 15 年６月１日か

ら毎月１日と定め推進しています。 

 また、小浜市男女共同参画推進条例第３条では、「配偶者間の人権侵害の根絶」を基

本理念の一つとして掲げ、第７条には「性別による権利侵害の禁止」を規定し、配偶者

等からの暴力の防止と被害者の支援を進めてきました。 

 平成 19年には、ＤＶ等女性相談員を配置、平成 21年にはＤＶ相談専用電話を設置し

被害者の相談を行っています。 

 平成 22 年には、庁内関係課の緊密な連携及び情報の共有を図ることなどを目的に小

浜市ＤＶ対策庁内連絡会議を設置しました。  
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現状と課題  
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１ 小浜市の現状  

（１）総人口、年齢３区分別人口の推移 

総人口は減尐傾向にあり、平成 17年から比較して平成 21年には 1,626 人の減尐とな

っています。 

また、年齢３区分別人口比率では０歳～14 歳の年尐人口比率が低下する一方、65 歳

以上の老年人口比率が上昇しており、尐子高齢化の状況がうかがえます。 

 

■総人口と年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳＋外国人登録人口 

 

■年齢３区分別人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳＋外国人登録人口 

4,785 4,668 4,597 4,482 4,333

20,033 19,728 19,364 19,268 18,558

8,402 8,446 8,551 8,559 8,703

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳以上

33 ,220 32 ,842 32 ,512 32 ,309 31 ,594

（人）

14.4%

14.2%

14.1%

13.9%

13.7%

60.3%

60.1%

59.6%

59.6%

58.7%

25.3%

25.7%

26.3%

26.5%

27.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳以上
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（２）総世帯数等の推移 

 総世帯数は増加傾向にあり、平成 17 年から比較して平成 21年には 275世帯の増加と

なる一方、１世帯当たりの人員については減尐しており、平成 21年では 2.73人となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）合計特殊出生率の推移 

小浜市の合計特殊出生率は、全国よりは高く、増減しながら推移しており、平成 21

年では 1.47 となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合計特殊出生率の推移 

 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 

小浜市 1.40 1.54 1.40 1.55 1.47 

福井県 1.50 1.50 1.52 1.54 1.55 

全 国 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 

 

（世帯） 

（％） 

資料：小浜市統計書 

11,136 11,102 11,251 11,319 11,411

2.89 2.86 2.80 2.76 2.73

0

6,000

12,000

18,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

総世帯 １世帯当たり人員

1.40

1.54

1.40

1.26

1.32
1.34

1.37 1.37

1.55

1.47

1.55
1.541.52

1.501.50

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

小浜市 福井県 全国

（人） 



 

 7 

（４）産業別就業人口の推移 

第１次産業・第２次産業の割合が減尐し、第３次産業の割合が上昇しています。 

 

※構成比の合計は端数処理のため 100.0％にならない場合があります。        資料：国勢調査 

 

（５）女性の就労状況 

５歳階級別の女性就業率は結婚・出産期に低下し、その後再び上昇するＭ字曲線を描

いています。福井県と比較しても同様の傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17年） 

 平成２年 平成７年 平成 12年 平成 17年 

第１次産業 1,357 1,172 879 839 

 構成比（％） 7.8 6.6 5.1 5.2 

第２次産業 6,945 6,250 6,002 4,832 

 構成比（％） 39.7 35.3 35.1 30.1 

第３次産業 9,180 10,272 10,220 10,318 

 構成比（％） 52.5 58.0 59.7 64.3 

分類不能 7 7 13 53 

 構成比（％） 0.0 0.0 0.1 0.3 

合計 17,489 17,701 17,114 16,042 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

15
～

19

20
～

24

25
～

29

30
～

34

35
～

39

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

60
～

64

65
歳

以
上

小浜市 福井県
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２ 市民意識調査結果から見る小浜市の現状  

 

男女共同参画について、市民のみなさんや事業所がどのように感じているか、その実

態を把握するため、アンケート調査を実施しました。 

ここでは、アンケート調査等の結果から見る小浜市の住民、事業所の意識についてま

とめます。 

 

 

 

◇調査の概要 

 

＜住民意識調査＞ 

 

＜事業所調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 小浜市内に住んでいる 20～69 歳までの男女 

実施期間 平成 21年 11月 15日～平成 21年 12 月 25日まで 

配布数 1.000名【女性 500名、男性 500名】 

回収数／回収率 859／85.9％ 

対象者 小浜市内の概ね５名以上の従業員がいる事業所 

実施期間 平成 21年 11月４日～平成 21 年 11月 25日まで 

配布数 235件 

回収数／回収率 163／69.4％ 



 

 9 

＜市民意識調査＞ 

 

（１）家庭生活と男女の役割 

 

①「男は仕事、女は家庭」という考え 

「男は仕事、女は家庭」という考えについてみると『賛成』が 31.5％、『反対』が 51.0％

と『反対』のほうが高くなっています。 

また、男性より女性のほうが『反対』は 10.9 ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

21.8 2.3

1.3

3.2

6.2

9.0 26.6

25.3

23.6 34.7

29.2

23.8 21.8

21.8

15.3

17.5

13.2

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

全体（N=859）

男性（N=399）

女性（N=432）

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 不明・無回答
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7.8

9.5

6.3

27.1

23.1

47.9

33.6

23.1

33.6

23.1

20.6

8.8

13.3

13.8

27.6

31.6

44.6

38.6

10.8

17.0

28.1

37.8

28.1

23.6

18.3

13.5

14.5

16.3

3.8

18.8

17.3

5.3

5.8

3.8

3.8

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

食事のしたく

食事の後片付け

洗濯

掃除

育児・しつけ

看護・介護

ゴミだし

　

【男性　N=399】

78.2

79.4

49.5

59.7

9.5

22.7

16.0

2.1

12.7

6.9

69.4

81.5

62.5

15.3

20.6

11.6

11.3

1.9

8.3

2.5

2.8

4.9

3.2

3.5

7.4

1.2

0.9

1.4

4.4

18.3

16.7

3.5

4.2

2.3

3.7

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

食事のしたく

食事の後片付け

洗濯

掃除

育児・しつけ

看護・介護

ゴミだし

いつもする 時々する ほとんどしない まったくしない 不明・無回答

　

【女性　N=432】

②家庭内の仕事への参加の程度 

家庭内の仕事への参加の程度についてみると、男性では「いつもする」は「ゴミだし」

以外で２割以下となっています。女性では「いつもする」は「看護・介護」「ゴミだし」

以外で６割以上となっています。 
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【全体　N=584】

3.1 20.4

26.5

70.0

6.0

1.9

2.9

0.2

0.9

11.1

0.5

1.2

2.6

5.7

3.4

1.5

10.1

4.8

1.7

8.4

81.0

89.2

56.7

86.0

92.0

86.3

87.5

81.5

6.5

7.5

6.5

6.3

6.5

6.5

11.5

5.7

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

A 命の危険を感じるくらいの
暴行をうける 

B 医師の治療が必要となる
程度の暴行をうける

C 医師の治療が必要とならない
程度の暴行をうける

D 相手がいやがっているのに
性的な行為を強要する 

E 見たくもないのに、アダルトビデオや
アダルト雑誌を見せる

F 何を言っても長時間無視し続ける 

G 交友関係や電話を細かく監視する

H ｢誰のおかげで生活できるんだ｣とか
｢かいしょうなし｣という

I 大声でどなる

何度もあった 1,2度あった まったくない 不明・無回答

（２）結婚観・夫婦関係 

 

①夫や妻から暴力を受けた経験 

夫や妻から暴力を受けた経験についてみると、『経験がある』は「Ｆ 何を言っても長

時間無視し続ける」「I 大声でどなる」で２割以上と他の項目より高くなっています。 

また、多くの項目において、男性より女性のほうが『経験がある』は多くなっていま

すが、「Ｆ 何を言っても長時間無視し続ける」では女性より男性のほうが多くなってい

ます。 
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62.6

6.2

7.2

6.1

10.2

1.4

0.8

5.5

61.7

7.5

7.5

8.8

6.5

2.0

1.0

5.0

64.1

4.9

7.2

3.5

13.2

0.9

0.7

5.6

0 20 40 60 80 100

意欲と能力のある女性は、どんどん管理職に
就いたほうがよい

女性の多い職場であれば、管理職に
就いたほうがよい

女性も管理職に就いたほうがよいが、どちらかと
いうと管理職は男性がよい

現状では、管理職に就くことのできる経験や
能力を備えた女性が少ない

女性は、家事や子育て、介護などの負担が
大きいため、管理職に就くのは難しい

女性は管理職に就かない方がよい

その他

不明・無回答

（%）

全体（N=859） 男性（N=399） 女性（N=432）

 

（３）職業 

 

①女性が管理職に就くこと 

女性が管理職に就くことについてみると、「意欲と能力のある女性は、どんどん管理

職に就いたほうがよい」が 62.6％と、他の項目に比べて 50ポイント以上高くなってい

ます。 

また、男性より女性のほうが「女性は、家事や子育て、介護などの負担が大きいため、

管理職に就くのは難しい」は 6.7ポイント高く、女性より男性のほうが「現状では、管

理職に就くことのできる経験や能力を備えた女性が尐ない」は 5.3ポイント高くなって

います。 
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【全体　N=859】

25.0

9.5

42.7 12.6

6.5

7.8

9.8

15.3

10.7

8.3

14.2

9.5

7.7

8.0

7.9

11.1

9.7

9.1

8.7

8.614.4

21.7

22.5

13.9

15.3

3.5

27.7

40.2

41.6

49.1

39.2

44.5

15.8

15.0

15.9

35.0

17.8

22.6

25.7

51.0

2.7

0.7

2.6

1.5

2.0

3.7

2.0

3.6

0.6

1.0

0.3

0.3

0.8

0.6

1.2

1.3

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

家庭生活で

職場で

地域の中で

学校教育の場で

政治の場で

社会通念、慣習、しきたりなどで 

法律や制度の上で

社会全体として

男性のほうが優遇されている
どちらかといえば男性のほうが優遇されている
平等
どちらかといえば女性のほうが優遇されている
女性のほうが優遇されている
わからない
不明・無回答

（４）男女共同参画社会をめざして 

 

①今の社会において、男女の地位が平等になっているか 

男女の地位が平等になっていると思うかについてみると、『男性優遇』は「職場で」

「政治の場で」「社会通念、慣習、しきたりなどで」「社会全体として」で６割以上と他

の項目より高くなっています。「平等」は「学校教育の場で」で 51.0％と最も高くなっ

ています。『女性優遇』はいずれの項目でも１割未満となっています。 
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＜事業所調査＞ 

 

（１）家庭と仕事の両立の日について 

 

①「家庭と仕事の両立の日」（毎月１日）の認知度 

「家庭と仕事の両立の日」の認知度についてみると、「知らない」が 68.1％、「知っ

ている」が 27.6％となっています。「家庭と仕事の両立の日」への配慮についてみると、

「特にしていない」が 89.0％、「配慮している」が 6.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）セクシュアル・ハラスメント防止への取り組みについて 

 

①セクシュアル・ハラスメント防止のための取り組みの有無 

セクシュアル・ハラスメント防止のための取り組みの有無についてみると「何らかの

取り組みを行っている」が 57件、「特にない」が 96件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

27.6%

68.1%

4.3%

知っている

知らない

不明・無回答

N=163

N=163

57

96

10

0 20 40 60 80 100 120

何らかの取り組みを行っている

特にない

不明・無回答

（件）

 



 

 

 

 

 

 

 

第３章 

計画の基本的な考え方  
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１ プランの位置付け  

 

このプランは、「男女共同参画社会基本法第１４条第３項」に規定する市町村男女共

同参画計画および「小浜市男女共同参画推進条例第９条」に規定する基本計画として位

置づけられるもので、小浜市男女共同参画推進条例、国、県の「男女共同参画基本計画」

に基づき策定したものです。 

第５次小浜市総合計画は施策の大綱「夢と誇りあふれる人を育むまちをめざして」の

中に、男女共同参画社会の実現を位置付けています。 

また、本計画の基本方針Ⅴ『共に守る』は「配偶者等からの暴力の防止および被害者

の保護に関する取り組み」として、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に基づく小浜市

における「配偶者等の暴力防止および被害者保護のための基本計画」（市町村基本計画）

として位置づけます。 

 

  

 

２ 計画の対象期間  

 

施策の基本方針 ： 平成 32年(西暦 2020 年)度末までを見通した長期的な 

施策の方向 

 

具体的施策   ： 平成 27年(西暦 2015 年)度末まで実施する具体的な施策 

 

 なお、社会情勢の変化やプランの進捗状況に応じて見直しを行います。 

 

  

３ 計画の基本理念  

  

 男女共同参画社会の実現に向け、市・市民・団体・事業者が参画し、連携・協働し、

男女が対等な立場で個性や能力を発揮しながら、一人の人間として尊重し、協力し合い、

あらゆる分野に参画する機会が確保されるまちづくりを目指して、「小浜市男女共同参

画推進条例」の基本理念に基づいて本計画を推進します。 
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４ 計画のめざす方向 

 

本計画は、男女共同参画社会の実現を目標とするものです。 

市民だれもが輝き、互いを尊重し、思いやりの心を持ち、共に責任を担い、個性豊か

な生活ができる小浜をめざしています。 
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５ 計画のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

Ⅱ共に活躍する 
１. 政策・方針決定過程への女性の参画推進 
２．男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

Ⅰ共に尊重しあう 
１. 家庭・地域での慣習の見直し・意識の改革 
２. 多様な生き方を選択できる教育・学習の充実  
３. メディアにおける男女の人権の尊重 

Ⅲ共に働く 
１．働く場における男女の均等な機会と待遇の確保 
２．男女で支える農林漁業・自営業の確立 

Ⅳ共に心豊かに過ごす 
1．男女が共に思いやる健康づくり 
２．高齢者や障がい者などが安心して暮らせる環境の整備 

第２次おばま男女共同参画プラン 

協働を軸にした計画の推進 

男女が共に尊重しあい、 

市民だれもが輝き、活躍できるまち おばま 

Ⅴ共に守る 
１．配偶者等からの暴力根絶に向けた支援体制の充実 
２．相談支援体制の整備 
３．被害者の安全確保と自立支援 

Ⅵ共に進める 
１．推進体制の整備・充実 
２．推進状況の検証 

市民 団体 

事業者 
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６ 計画の体系  

 

 

基本方針 基本施策 具体的施策 

Ⅰ

共
に
尊
重
し
あ
う 

１ . 家庭・地域での慣習の

見直し・意識の改革 

(１)男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の 

  見直し 

(２)意識改革のための広報・啓発活動の展開 

(３)人権に関する相談窓口の充実 

(４)男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・ 

  提供 

２ . 多様な生き方を選択で

きる教育・学習の充実 

(１)平等と自立の意識を育てる教育・学習 

(２)多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 

３. メディアにおける男女の

人権の尊重 

(１)人権を尊重した表現推進のためのメディアへの取 

  組の支援 

(２)市が発行する広報・出版物などにおける性にとら 

  われない表現の促進 

Ⅱ

共
に
活
躍
す
る 

１ . 政策・方針決定過程へ

の女性の参画推進 

(１)市の政策・方針決定過程への女性の参画推進 

(２)企業、教育機関、その他各種機関・団体などにお 

  ける女性参画の促進 

(３)調査の実施および情報の提供 

２．男女の職業生活と家庭・

地域生活の両立支援 

(１)家事・育児・介護に対する男女の共同責任 

(２)家庭生活への男女共同参画の促進 

(３)男女が共に参画する地域づくりの促進 

(４)地域社会で支える子育ての環境整備 

(５)家庭と仕事の両立のための雇用環境の整備 

(６)多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支 

  援策の充実 

(７)ひとり親家庭の自立促進 

Ⅲ

共
に
働
く 

１．働く場における男女の均

等な機会と待遇の確保 

(１)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の 

  確保対策の推進 

(２)母性健康管理対策の推進 

(３)就業への援助などの拡充 

(４)多様な就業ニーズをふまえた就業環境の整備 

２．男女で支える農林漁業・

自営業の確立 

(１)政策・方針決定過程への男女の参画 

(２)住みやすく活動しやすい環境づくり 
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基本方針 基本施策 具体的施策 

Ⅳ

共
に
心
豊
か
に
過
ご
す 

1．男女が共に思いやる健

康づくり 

(１)食のまちづくり条例に基づく食のまちづくりの推進 

(２)男女が互いの性を尊重する意識づくり 

(３)生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 

(４)男女の健康をおびやかす問題についての対策の 

  推進 

２．高齢者や障がい者など

が安心して暮らせる環

境の整備 

(１)高齢者や障がい者などの社会参画の促進 

(２)高齢者や障がい者などの自立した生活の支援 

  （社会基盤の整備） 

(３)国際的交流と協力の推進 

Ⅴ

共
に
守
る 

１．配偶者等からの暴力根

絶に向けた支援体制の

充実 

(１)理解促進のための広報・啓発活動の充実 

(２)関係機関等との連携による早期発見への取組 

  推進 

(３)暴力を根絶するための基盤づくりおよび対策 

  の推進 

２．相談支援体制の整備 
(１)相談や支援に関する情報提供の充実 

(２)関係機関との連携による相談体制の強化 

３．被害者の安全確保と自

立支援 

(１)自立のための安全と住宅確保の支援 

(２)生活支援、経済的自立の支援 

Ⅵ

共
に
進
め
る 

１．推進体制の整備・充実 

(１)地域および事業所における組織・機能強化 

(２)本部の機構の組織・機能強化 

(３)広報などによる男女共同参画社会の実現に向け 

  た気運の醸成 

２．推進状況の検証 

(１)情報の提供、調査研究 

(２)小浜市の各種団体、市民の理解を深める為の取 

  組の強化 

(３)男女共同参画社会形成の促進に関する施策 

  の実施状況の検証 
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第４章 

計画の内容 
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 共に尊重しあう 
 男女共同参画社会の実現のためには、まず、市民一人ひとりが、社会制度、考え方、慣

習など、男女の固定的な性別役割分担意識による家庭・地域における個人の考え方を見直

し、意識の改革を進めることにより、多様な生き方を選択できる社会を実現することが大

切です。性別における役割分担に捉われず、個人として一人ひとりを尊重しあう意識を持

つことができるよう、家庭や地域など身近なところから意識啓発活動を行っていきます。 

 また、多くの人が情報を受け取るメディアにおける男女の人権の尊重にも配慮が必要で

す。 

 

基本施策 

１. 家庭・地域での慣習の見直し・意識の改革 

家庭や地域の身近にある習慣やしきたりの現状を把握し、固定的な男女の性別役割分担

意識にとらわれない男女共同参画の視点に立った意識啓発を行っていくことが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 

 

○職場・家庭・地域などにおける男女の固

定的な役割分担について、引き続き慣行

の見直しを進めます。 

研修会・講演会などに 

よる意識啓発 
総務課 

街頭啓発 

講座、地域住民の集まり 

の場での啓発 

生涯学習課 

公民館 

(２) 意識改革のための広報・啓発活動の展開 

 

○広報おばまやＣＡＴＶなどを通じて、意

識改革のための広報・啓発活動の推進に

努めます。 

広報おばまなどによる 

啓発 

情報課 

総務課 

(３) 人権に関する相談窓口の充実 

 

○人権に関する相談について、相談内容に

応じた助言、関係機関への紹介・通報な

ど救済体制の整備に努めます。 

人権相談窓口の充実 

生涯学習課 家庭教育相談の充実 

救済体制の整備 

 

基本方針Ⅰ 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(４) 男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・提供 

 

○あらゆる政策に男女共同参画の視点を

盛り込む際の基礎資料とするため統計

情報などの収集・整備・提供に引き続き

努めます。 

資料の収集・整備・提供 総務課 

統計情報の整備・提供 情報課 

 

 

 

 

 

 

基本施策 

２. 多様な生き方を選択できる教育・学習の充実 

 一人ひとりが男女共同参画について、お互いを尊重しあえる意識をもてるよう、学校教

育・生涯学習の充実を図ることが必要です。 

  

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 平等と自立の意識を育てる教育・学習 

 

 ①学校教育の充実 

○学校教育全体を通じて、人権の尊重、男

女の平等および相互理解・協力について

の指導の充実を図ります。 

○男女が相互に協力し、家族の一員として

の役割を果たし、家庭を築くことの重要

性について認識させる意識啓発に努め

ます。 

道徳教育の充実 

教育総務課 

男女の協力の必要性や自

分の役割についての指導 

子ども会・青尐年健全育成 

事業での意識啓発 

生涯学習課 

公民館 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

 

 ②生涯学習の推進 

○男女が相手の立場を理解し思いやり、助

け合うような人間形成を図るため、家庭

教育について、学習機会の一層の充実に

努めます。 

○男女共同参画意識を高めるため、学級・

講座などの充実を図ります。 

○ＰＴＡ活動などの地域活動が、性別に基

づく固定的な役割分担をすることのな

いよう指導します。 

保護者に対する学習会、家

庭教育相談の実施 

生涯学習課 
公民館 

情報誌の発行 

学級、講座などにおける意

識啓発 

各種事業において男女の

役割分担意識に捉われな

い役割分担の実施 

 ③教育関係者の意識啓発 

○教職員の男女共同参画に関する理解の

促進を図るため、研修を行うとともに情

報の提供に努めます。 

○青尐年教育活動の指導者など生涯学習

に携わる関係者に、さまざまな機会を活

用して男女共同参画についての意識啓

発に努めます。 

教職員対象の講演会・研修

会の開催 
教育総務課 

子ども会・青尐年健全育成

事業を通した、指導者に対

する意識啓発 

生涯学習課 
公民館 

(２) 多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 

 

 ①生涯学習の推進 

○学校施設などを学校休業日や放課後に

地域住民や子どもたちに解放し、地域コ

ミュニティの拠点としての活用を促進

します。 

小学校体育館施設の開放 教育総務課 

 ②いきいきと働くための女性教育・学習活動の充実 

○女性が自らの意志によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する力を

つけるため、生涯にわたる学習機会の充

実に努めます。 

○女性の能力開発が促進されるよう、情報

提供に努めます。 

○女性団体・グループなどの支援、リーダ

ー養成に努め、社会参画の促進を図りま

す。 

女性の積極的社会参画の

ための支援 

商工振興課 

(働く婦人の家) 

公民館における学級、講座

の実施 

生涯学習課 

総務課 

女性団体・グループの支援 関係課 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

 

③進路・就職指導の充実 

○性別による固定的な考え方にとらわれ

ず、生徒一人ひとりが主体的に進路を選

択する能力を身に付け、高い職業意識の

育成を図るため、職場体験を推進するな 

ど進路指導の充実に協力します。 

○地元の各事業所などへの就職機会の確

保などについて、協力要請を行います。 

中学校での職場体験の 

実施 

教育総務課 講演会の実施 

進路学習、キャリア教育の

指導 

企業への協力要請 商工振興課 

 

 

 

 

 

 

基本施策 

３. メディアにおける男女の人権の尊重 

 情報通信技術の高度化により瞬時に多くの情報を得られる今日、メディアによってもた

らされる情報が人々の意識や社会通念の形成に大きな影響を与えています。 

 メディアからもたらされる膨大な情報を各人が主体的に捉え、メディアを上手に使いこ

なし役立てる能力（メディア・リテラシー）の向上を図ることが必要です。 

 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 人権を尊重した表現推進のためのメディアへの取組の支援 

  

①メディアにおける人権尊重、環境浄化などに関する方策の推進 

○メディアにおいて女性の人権を尊重し

た情報発信が行われるよう、資料の提供

などに努めます。 

人権を尊重した情報発信

を行うための資料提供 
総務課 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

 

○青尐年の健全育成のために、性や暴力を

扱った有害図書類に対して書店等に成

人向きコーナーの設置を要請するとと

もに青尐年に販売しないように依頼し

ます。 

○インターネット上の有害情報について

は、フィルタリングソフトによって有害

なホームページの閲覧を拒否できるこ

とを保護者に知らせます。 

○児童ポルノの現状を把握し、児童がその

被害を受けないような環境づくり（被害

の有無や今取られている対応を調査し、

可能なことから取り組む）に努めます。 

書店への調査実施・ 

協力依頼 

生涯学習課 
(青尐年愛護 
センター) 

保護者に対して有害情報

拒否のための情報提供 

子ども会や青尐年健全育

成事業での啓発 

②メディア・リテラシー（情報メディアを主体的に読み解く力）の向上 

○学校教育において、インターネットをは

じめさまざまなメディアが社会や生活

におよぼす影響を理解し、情報化の進展

に主体的に対応できる能力を育成する

よう働きかけます。 

授業内でのメディア・リテ

ラシーの学習機会提供 
教育総務課 

(２) 市が発行する広報・出版物などにおける性にとらわれない表現の促進 

 

○市が発行する広報や各種の出版物など

において、性別に基づく固定観念にとら

われない表現を行うよう努めます。 

編集時の確認徹底 情報課 
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共に活躍する 
喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会を進めていくためには、施策・意思決定の場や

地域自治組織における男女の主体的な参画が必要です。あらゆる分野において、施策・意思

決定の場に男女が共に参画するよう働きかけ、一人ひとりがそれぞれの力を発揮し、社会で

活躍できる体制や組織づくりを行っていくことが重要となります。 

また、女性自らも能力向上に努め、あらゆる分野における活動に積極的に参画することも

必要です。男女のそれぞれの視点が生かされた社会を形成できるよう、機会の提供を進めて

いくことが大切です。 

 

基本施策 

１.政策・方針決定過程への女性の参画推進 

行政施策に対して男女の意見が平等に反映されるよう、政策・方針決定過程への女性の参

画率が 40％未満とならないように積極的な取り組みを行っていくことが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 市の政策・方針決定過程への女性の参画推進 

 

 ①市の審議会などの委員への女性の参画推進 

○市の審議会・委員会などへの参画は女性

の参画率が 40％未満とならないよう促

進を図ります。 

女性の積極的登用 

毎年、女性の参画率調査の

実施・検証 

全課 

 ②市における女性職員の登用などの促進 

○市における女性職員の職域や登用など

の拡大に努めます。 

女性職員の役職への積極

的な登用 
総務課 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針Ⅱ 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(２) 地域、企業、団体などにおける女性参画の促進 

 

○女性の登用などについて、地域、企業、

団体などに協力要請を行い、社会的気運

の醸成を図ります。 

男女共同参画地区推進員、

事業所推進員の設置 

総務課 

男女共同参画推進協議会

における、団体間の情報交

換 

地域、企業、団体などへの

協力要請 

(３) 調査の実施および情報の提供 

 

 ①政策・方針決定過程への参画に関する調査の実施および情報の提供 

○さまざまな分野における、女性の政策・

方針決定過程への参画状況につき定期

的な調査を実施し、情報を提供します。 

女性の参画状況の調査・公

表 
総務課 

 ②人材育成に関する情報の提供 

○リーダー育成のための講座開設や、福井

県が実施する講座などの情報を提供し

ます。 

パンフレット・チラシの配

布 

生涯学習課 
公民館 

リーダー育成講座につい

ての情報提供 
総務課 
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基本施策 

２．男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

仕事や家庭生活、地域生活、趣味など、社会のあらゆる分野の活動に男女が共に参画して

いくためには、仕事と家庭のバランスをとることができる環境づくりが必要です。 

男女が安心して子どもを生み育て、充実した家庭生活を送るとともに、社会において活躍

していくためには、職業生活と家庭生活、地域生活の両立を実現できることが重要です。尐

子・高齢化が進展する中で、仕事と育児、家族の介護を両立できるよう支援し、地域活動に

も積極的に参画できる環境の整備に努めていくことが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 家事・育児・介護に対する男女の共同責任  

 

○家事・子育て・介護等は家庭での男女の

共通責任であり、お互いに協力すること

が必要であるという意識啓発に努めま

す。 

家庭教育講座などでの意

識啓発 

生涯学習課 
公民館 

研修会の実施 総務課 

関係課 啓発パネル展・街頭啓発 

(２) 家庭生活への男女共同参画の促進 

 

○子どもが親の職業を理解し、家族のきず

なを強めるよう、企業などへの協力を依

頼し、学校教育を通して職場体験を行い

ます。 

放課後活動なしの日（第３

月曜日）の広報と実施 教育総務課 

生涯学習課 中学校の職場体験活動実

施 

(３) 男女が共に参画する地域づくりの促進 

 

○暮らしやすい活力ある地域社会をつく

っていくためには、地域社会への住民参

加が重要であり、男性の職場中心の意

識・ライフサイクルを見直し、男女の地

域活動への参画を促進するため、あらゆ

る機会を通じて広報・啓発を行います。 

○ＮＰＯなどの活動に男女が共に参加で

き、また、その中で日頃の学習活動の成

果や知識・技能を生かせるよう呼びかけ

ます。 

研修会の実施 

総務課 

「家事と仕事の両立の日」

の啓発 

地域活動における意識啓

発 
生涯学習課 

ＮＰＯ団体への意識啓発 

市民課 
(ボランティア

市民活動 

交流センター) 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(４) 地域社会で支える子育ての環境整備 

 

 

○これから子育てをする人や子育て中の

人を対象にした家庭教育に関する学習

機会を提供します。 

○子育て中であっても、文化・芸術などに

より心のリフレッシュが図れるような

環境の整備・気運の醸成に努めます。 

○多様な保育サービス需要に適切に対応

し、社会参加などの活動と子育ての両立

の負担感を軽減する環境整備に努めま

す。 

○子育ての孤立感や不安の解消を図るた

め、相談支援体制の整備、学習機会の提

供、情報提供など、子育てに関する支援

体制の整備を図ります。 

○近年増加している児童虐待に関し、防止

につながる環境整備に努めます。 

○乳幼児を連れても利用しやすい公設ト

イレの設置や公的施設における託児

室・授乳室の設置に配慮します。 

○子育て中の親によるネットワークをつ

くり、お互いが助け合う環境の整備に努

めます。 

保護者に対する学習会の

実施 

生涯学習課 
家庭教育相談の実施 

情報誌の発行 

全ての年代を対象にした

文化・芸術事業の案内・広

報 

生涯学習課 
文化会館 

保育園における長時間・延

長保育の実施 社会福祉課 

一時預かり保育の委託 

子育て相談、子育て教室の

開催 

社会福祉課 

保険健康課 

(健康管理 
センター) 

子育て情報チラシの配布 

社会福祉課 

要保護児童対策協議会の

開催 

家庭相談員の研修 

児童虐待の通告窓口の周

知 

子育て支援センターでの

さまざまな施策の実施 

託児室・授乳室などの設置

の配慮 
関係課 

(５) 家庭と仕事の両立のための雇用環境の整備 

 

 ①家庭と仕事の両立の日の推進 

○家庭と仕事の両立を図りつつ、地域社会

にも参画することを可能にするための

環境整備として、「家庭と仕事の両立の

日」を推進するよう市民や事業所に働き

かけます。 

街頭啓発、研修会でのチラ

シ配布 

総務課 

広報おばまなどでの啓発 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

 

 ②仕事と子育て・介護の両立のための制度の一層の定着促進・充実 

○育児休業・介護休業制度の定着を企業へ

働きかけ、勤労者などの相談に応じ福祉

増進に努めます。 

○勤労者の職業生活と家庭生活との両立

を支援する事業展開に努めます。 

企業への制度定着の働き

かけ 
商工振興課 

「おいでよ婦人の家」の実施 商工振興課 

(働く婦人の家) 

仕事両立介護講座の開催 

 ③育児や家族の介護を行う勤労者が働き続けやすい環境の整備 

○子育て・介護支援に取り組んでいるファ

ミリー・フレンドリー企業の普及に努め

ます。 

○育児・介護を行う勤労者に対する相談・

情報提供に努めます。 

リーフレット配置 

総務課 事業所推進員研修会の実

施 

子育て支援センター子育

て相談の実施 
社会福祉課 

「介護保険利用のてびき」

配布 

介護長寿課 
地域包括支援センター総

合相談事業 

 ④労働時間の短縮など就業条件の整備 

○子育て・介護が行いやすいよう、フレッ

クスタイム制などの啓発に努めます。 

パンフレット・チラシなど

による啓発 
商工振興課 

(６) 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援策の充実 

 

○休日や放課後の児童対策の充実に努め

ます。 

○幼稚園における運営の弾力化を図るた

め、保育園と統合し、認定こども園を開

設し子育て支援の充実に努めます。 

児童クラブの充実 社会福祉課 

子ども教室事業の開催 生涯学習課 

認定こども園の体制整備 
社会福祉課 
教育総務課 

(７) ひとり親家庭の自立促進 

 

 

 

○ひとり親家庭の生活の安定と自立の促

進を図るため、子育て支援の充実に努

めます。 

母子自立支援員の設置 

社会福祉課 母子家庭等日常生活支援

事業等の実施 
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共に働く 
「働くこと」は、人々の生活の経済的基盤を形成するとともに、個人が能力を発揮し、社

会において自己実現を果たすための基盤としても重要な意味を持っています。 

性別に捉われない個人の能力に基づく雇用管理の実現を図るとともに、男女が共に対等な

立場で協力しあい、責任を分かちあえる就業環境を確保することが必要です。 

 

基本施策 

１．働く場における男女の均等な機会と待遇の確保 

働く場において、男女が対等に機会を享受し、意欲と能力に応じた待遇を受けることがで

きる環境を整備することで、個人の能力を発揮し、安心して働き、生活できるよう、施策を

展開していく必要があります。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 

 

○性別等による格差改善のため、男女雇用

機会均等法、育児・介護休業法の周知に

努めます。 

○パワーハラスメントやセクシャルハラ

スメントの防止のための周知・啓発に努

めます。 

○従業員への意識改革に努め、企業におけ

る積極的改善措置（ポジティブ・アクシ

ョン）の気運の醸成を図ります。 

パンフレット・チラシの配

布 
商工振興課 

事業所推進員研修会の 

開催 
総務課 

(２) 母性健康管理対策の推進 

 
○母性保護および母性健康管理について、

情報提供、相談体制の充実を図ります。 

就業妊婦に対する休業制

度利用への啓発 

保険健康課 
(健康管理 
センター) 

 

 

 

基本方針Ⅲ 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(２) 母性健康管理対策の推進 

 

○妊娠・出産を理由に不利益な取扱いを受

けることがないよう周知啓発に努めま

す。 

周知啓発 総務課 

(３) 就業への援助などの拡充 

 

○女性労働者が職域拡大や能力の向上の

ために、必要な情報や手法を得られやす

いようにするための情報提供に努めま

す。 

パンフレット等による情

報提供 
商工振興課 

県の講座などの情報提供 総務課 

(４) 多様な就業ニーズをふまえた就業環境の整備 

 

 ①パートタイム労働者の労働条件の整備 

○多様でかつ柔軟な労働が選択できるよ

う、その労働に応じた適正な処遇・労働

条件が確保・明示されるよう、事業所に

対し協力を依頼します。 

○パートタイム労働者に対し、能力開発の

情報を提供できるよう、情報収集に努め

ます。 

企業への協力要請 

商工振興課 

情報収集 

 ②労働者派遣事業に係る対策の推進 

○派遣労働者の適正な就業が確保される

よう事業者に呼びかけます。 
意識啓発 商工振興課 

 ③女性起業家に対する支援 

○女性起業家に対して、情報提供や相談体

制を整えます。 

パンフレット・チラシの配

布 
商工振興課 

 ④在宅勤務など、新しい就業形態などに係る施策の推進 

○在宅勤務などの導入について、情報提供

に努めます。 
情報提供 商工振興課 
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基本施策 

２．男女で支える農林漁業・自営業の確立 

農業に就業している女性の割合は男性より高く、重要な担い手であり、自営業においても、

女性が経営に果たしている役割は重要です。 

しかし一方で、女性の経営面における位置付けが十分でないことや、農業委員や農業協同

組合などの各種団体の委員への女性の登用は低いのが現状です。 

女性の果たしている役割を適正に評価し、対等なパートナーとして男性と共に経営や家庭

生活、地域活動に参画することができる社会の形成が求められています。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 政策・方針決定過程への男女の参画 

 

○女性の意見を反映させるため、農業委員

会をはじめ、農林漁業・商工業関連団体

等の役員など、政策・方針決定過程への

女性の参画を呼びかけます。 

女性の積極的登用の呼び

かけ 

農林水産課 
商工振興課 

(２) 住みやすく活動しやすい環境づくり 

 

○農山漁村や自営業で生活する一人ひと

りが住みやすく活動しやすい環境づく

りのため、固定的な役割分担意識の見直

しや改革を進めます。 

○自営業や農業に携わる男女に対し、経営

などについて研修機会の情報を提供し、

人材の育成に努めます。 

○家族農業経営における男女の役割を明

確にし、快適に働くための環境を整備す

るため、家族経営協定の普及に努めま

す。 

○農林水産業に取り組む女性が、地域にお

いて自由にさまざまな組織活動やグル

ープ活動に取り組めるよう、関係団体と

連携を深めながら活動の促進を図りま

す。 

チラシの配布などによる

意識啓発 

農林水産課 
商工振興課 

研修機会の情報提供 

家族経営協定の普及、締結

促進 

農林水産課 

女性グループの活動支援 
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共に心豊かに過ごす 
男女が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の実現に向け

て基本的な条件であり、食を通じた健康づくりや疾病予防は、老若男女を問わずだれもが取

り組まなければならない生涯の課題と言えます。 

男性も女性も、各々がそれぞれの身体の特徴を十分に理解し合い、思いやりを持って生き

ていくことは、市民一人ひとりが共に心豊かに日常生活を送る上で重要となります。特に女

性は、妊娠や出産などにより、ライフスタイルを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面

します。こうした健康上の問題の重要性について、男女が共に正しい情報を入手し、理解し、

生涯にわたって健康で心豊かに生活できるよう、取り組みを進めていく必要があります。 

また、高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境に配慮することや、暴力のない社会をめ

ざしていくことが必要です。 

 

基本施策 

１．男女が共に思いやる健康づくり 

 男女が生涯にわたり、心身共に健康な生活を送るためには、自分の健康は自分で守るとい

う意識を持つとともに、家族や地域で個人の健康づくりを支援することが大切です。 

 また、性非行の防止を進めるとともに、年齢に応じた性に関する正しい知識の啓発・教育

を行っていくことが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 食のまちづくり条例に基づく食のまちづくりの推進 

 

○食の拠点施設のキッチンスタジオで、男

女が楽しく調理体験できるイベント等

を積極的に企画します。 

○自分に必要なバランスのとれた食事を

摂取するための、各地区における「健康

に食べよう会」などを積極的に実施しま

す。 

○若狭おばまの歴史と食文化の学習、食事

マナーや栄養指導、児童生徒が育てた食

材を使ったふるさと料理の研修など、御

食国若狭おばま食の教育を推進します。 

季節の調理体験などのイ

ベント実施 

食のまちづ
くり課 

(食文化館) 

「健康に食べよう会」など

の積極的な開催 

保険健康課 
(健康管理 
センター) 

校区内型地場産学校給食 

教育総務課 教職員の食に関する研修 

体験学習（料理教室など） 

基本方針Ⅳ 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(２) 男女が互いの性を尊重する意識づくり 

 

○学校においては、児童生徒の発達段階に

応じた性に関する正しい知識や、生命尊

重・人権尊重・男女平等の精神に基づく

異性観、自ら考え判断する意思決定の能

力を身に付け、望ましい行動を取れるよ

うにするため、学校教育活動全体を通じ

て性教育の充実に努めます。 

○青尐年の性行動が低年齢化・活発化して

いる状況や性情報が氾濫している状況

をふまえ、思春期の男女の性に関する正

しい知識の情報提供に努めます。 

学習指導要領に基づいた

指導 

教育総務課 長期休業中での生活指導 

性教育授業の実施 

(３) 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 

 

○思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期

など生涯を通じた健康保持のための事

業の充実を図ります。 

○生涯を通じ自己の健康を適切に管理・改

善するための教育・学習を推進します。 

○妊娠からの一貫した母子保健サービス

の充実を図ります。 

○男女の生涯にわたる健康づくりを進め

るため健康教育、健康相談、健康診査、

介護予防事業などの保健事業の推進を

図ります。 

○いきいきと暮らすため、男女の生涯にわ

たるスポーツ活動の推進を図ります。 

思春期体験学習「赤ちゃん

とのふれあい体験」実施 

保険健康課 
(健康管理 
センター) 

 

健康相談の実施 

啓発活動の実施 

妊婦・乳幼児健診の実施 

各種母子保健サービスの

実施・紹介 

特定健康診査、がん検診な

ど各種検診の推進 

各種保健事業の推進 

各種スポーツ教室の開催 体育課 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(４) 男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進 

 

 ①HIV／エイズ、性感染症対策 

○ＨＩＶ／エイズや性感染症は健康に甚

大な影響をもたらすものであり、学校に

おいて、児童生徒の発達段階に応じた正

しい知識を身に付けさせるため、予防方

法を含めた教育を推進します。 

学習指導要領に基づいた

指導 

教育総務課 

性教育年間指導計画に基

づく指導 

 ②薬物乱用対策の推進 

○青尐年による薬物乱用が増加傾向であ

るため、薬物乱用防止教育の充実を図り

ます。 

○広報・啓発活動を通じ、正しい知識の普

及と、薬物乱用を許さない社会環境の形

成に努めます。 

学習指導要領に基づいた

指導 教育総務課 

薬物乱用防止教室の開催 

ポスター、チラシなどによ

る啓発 

生活安全課 
保険健康課 
(健康管理 
センター) 
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基本施策 

２．高齢者や障がい者などが安心して暮らせる環境の整備 

 尐子高齢化が急速に進む中、高齢者の介護問題は家庭だけでなく、地域、社会でも深刻な

問題となっています。介護を担っているのは大半が女性であることから、介護は家族ぐるみ

で取り組み、社会全体で支える介護体制の構築を図ることが必要です。また、高齢者が要介

護状態になることを防止する予防措置も重要です。 

 高齢社会を豊かで活力ある社会にするためには、年齢や性別に基づく固定的な見方や偏見

を除去し、高齢者自身が社会を支える重要な一員であることを自覚し、年齢や障がいの有無

にかかわらず、いきいきと安心して暮らせる社会をつくることが必要です。 

 また、市内に在住している外国人が同じ小浜市民として生活できるよう環境整備に努める

とともに情報提供や交流を促進します。 

 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 高齢者や障がい者などの社会参画の促進 

 

○老人クラブ活動の支援などを通じて、世

代間交流やボランティア活動など地域

に根ざした生きがいづくり、社会参加の

推進に努めます。 

○高齢者が健康で生きがいを持って生活

が送れるよう、自ら行う健康づくりや介

護予防事業、スポーツ、レクリエーショ

ン活動の支援を促進します。 

○障がいがある人もない人も共に生活し、

活動できる社会の構築に向けた取り組

みに努めます。 

老人クラブ活動への支援 

介護長寿課 
生きがい健康活動づくり

事業の実施 

世代間交流、ボランティア

活動の実施 
生涯学習課 

介護予防教室開催 
保険健康課 
(健康管理 
センター) 

各種スポーツ教室の実施 体育課 

障害スポーツ大会等の 

各種行事の開催 
社会福祉課 

意識啓発 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(２) 高齢者や障がい者などの自立した生活の支援（社会基盤の整備） 

 

○高齢者が介護を必要とする状態になっ

ても、できる限り住み慣れた家庭や地域

で安心して過ごせるよう、在宅サービ

ス、施設サービスおよび地域密着型サー

ビスの資質向上に努めます。 

○介護サービスに関する相談窓口、情報提

供、苦情処理などの体制の整備と機能の

充実、介護サービス情報の公表など、利

用者が介護サービスを適正に選択し、利

用できるような環境づくりを進めます。 

○高齢者が健康でいきいきとした生活が

送れるよう、壮年期からの生活習慣病の

予防や健康増進、また要介護状態などに

なるおそれのある高齢者を対象に効果

的な介護予防事業に努めます。 

○高齢者や障がい者の自立と社会参加を

促進するため、心のバリアフリーも含

め、バリアフリー・ユニバーサルデザイ

ンを推進します。 

事業所指導 

介護長寿課 

介護給付の適正化 

広報おばま、市公式ホーム

ページでの周知 

「介護保険利用のてびき」

配布 

ふれあいサロンの開催 
介護長寿課 

保険健康課 

(健康管理 
センター) 

認知症予防教室 

歩道整備事業 

都市公園整備事業 
都市整備課 

(３) 国際的交流と協力の推進 

 

○在住外国人のための情報提供に努めま

す。 

○外国人との交流をとおして、諸外国に対

する理解を促し、国際的な人権意識の向

上と異文化に対する理解と協力に努め

ます。 

○姉妹友好都市との交流により、異文化に

対する理解と協力に努めます。 

外国人用パンフレット作

成など情報提供 

観光交流課 

国際交流のつどいの開催

による、異文化理解の促進 

学校における外国語指導

助手との交流促進 
教育総務課 

姉妹友好都市との交流の

企画 
観光交流課 
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共に守る 
配偶者等からの暴力や女性などに対するあらゆる暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人

権侵害であり、被害者に肉体的、心理的な傷害や苦しみを与え、自信を失わせるものであり、

その根絶に向けて努力を続けていかなければなりません。 

特に、配偶者等からの暴力は、社会の理解が不十分なため家庭内や個人の問題として見過

ごされやすく、被害が潜在化することが多くなっています。したがって、配偶者等の暴力か

ら被害者を守るためには、被害者に対する個別の支援はもとより、社会全体の問題として取

り組むことが重要です。 

 

基本施策 

１．配偶者等からの暴力根絶に向けた支援体制の充実 

暴力は男女を問わず、いかなる理由があっても許される行為ではありません。特に女性に

対する暴力は男女共同参画社会を実現するにあたり、克服すべき重要な課題であり、被害者

の支援体制を構築するとともに、その根絶に向けた取り組みが必要です。 

また、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は重大な人権侵害であるという認識を広く

社会に徹底させるとともに、ＤＶ防止に向けた広報、啓発活動の充実が必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 理解促進のための広報・啓発活動の充実 

 

○配偶者等からの暴力は犯罪であり、人権

を侵害するものであるという認識を深

めるため、広く市民に対し意識啓発を図

ります。 

○「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

防止法」など市民にわかりやすく啓発に

努めます。 

○学校教育を通じて、どんな理由があって

も暴力は許されないことを指導します。 

女性に対する暴力の防止

街頭啓発・ポスター掲示 

総務課 
パンフレット・チラシの配

布 

講演などによる意識啓発 

道徳教育での指導 

 

教育総務課 

(２) 関係機関等との連携による早期発見への取組推進 

 
○医療、保健、福祉、教育機関との連携に

より、被害者の早期発見に努めます。 

医療、保健、福祉、教育機

関への情報提供 
全課 

 

基本方針Ⅴ 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(３) 暴力を根絶するための基盤づくりおよび対策の推進 

 

○ドメスティック・バイオレンス、売買春、

セクシャルハラスメント、ストーカー行

為など、あらゆる暴力の根絶に向けた広

報・啓発に努めます。 

○道路、公園などでは、犯罪防止に配慮し

た設備の充実を図ることにより、安全・

安心のまちづくりの推進に努めます。 

女性等に対する暴力の防

止街頭啓発・ポスター掲示 
総務課 

広報おばまなどで啓発 

パンフレット・チラシの配

布 
商工振興課 

防犯灯の設置など 都市整備課 
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基本施策 

２．相談支援体制の整備 

被害者の自立支援を適切に進めるため、関係機関等の役割分担を行うとともに、自立のた

めの相談支援の体制を構築することが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 相談や支援に関する情報提供の充実 

 

○相談窓口の所在などを市民に周知し、被

害者の立場に立ち、関係機関と連携を図

ります。 

○相談や支援機関に関する十分な情報を

提供し、被害者が的確に対応できるよう

努めます。 

○被害者が心身の健康を回復し、安心して

自立した生活を送るための情報収集に

努めます。 

街頭啓発 

総務課 

パンフレット・チラシの配

布 

情報収集 

ＤＶ相談専用電話の周知 

(２) 関係機関との連携による相談体制の強化 

 

○関係機関との連携により被害者の自立

支援方策を講ずるよう努めます。 

○ＤＶ防止並びに被害者の保護及び自立

支援のための「ＤＶ対策庁内連絡会議」

を開催し、庁内連携の強化を図ります。 

○警察や福井県、他市町などの関係機関と

の連携を強化します。 

○被害者の負担軽減のため、情報の共有化

や窓口の一元化について検討します。 

○二次被害の防止対策として、被害者の人

権尊重と被害者情報の秘匿に取り組み

ます。 

○子どもや保護者を対象とする相談事業

などの相談体制の充実に努めます。 

「ＤＶ対策庁内連絡会議」

の開催 

総務課 関係機関との連携 

相談体制の整備 

専門的研修の参加 関係課 

母子自立支援員の配置 社会福祉課 

家庭教育相談の実施 
生涯学習課 
(青尐年愛護 
センター) 

家庭相談員の育成 

社会福祉課 

児童相談所との連携 
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基本施策 

３．被害者の安全確保と自立支援 

被害者が安心した生活を取り戻すための、自立に向けたさまざまな支援が必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

（１）自立のための安全と住宅確保の支援 

 

○福井県など関係機関と連携し、被害者の

安全確保を図ります。 

○各種制度を活用し、関係機関と連携しな

がら被害者の自立を支援します。 

○公営住宅や民間賃貸住宅等に関する制

度や物件について必要な時に情報収集

に努めます。 

関係機関との連携 

総務課 
被害者の自立支援 

住宅に関する情報収集 

（２）生活支援、経済的自立の支援 

 

 ①制度利用に関する情報提供 

○生活保護や児童扶養手当などの支援制

度の啓発を図ります。 
各種窓口での情報提供 社会福祉課 

 ②就労に関する関係機関との連携と情報提供 

○関係機関との連携を図り、被害者の一日

も早い自立の支援として情報提供に努

めます。 

パンフレット・チラシの配

布 

総務課 

商工振興課 
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共に進める 
男女共同参画を進める上で、取り組み内容は幅広い分野にまたがっているため、行政だけ

ではなく、地域、各種団体、事業所、更にはすべての市民が、必要に応じて有機的な連携を

保ちつつ、それぞれの立場での自主的な取り組みを行っていくことが必要です。 

小浜市においては、計画の推進を基本方針に組み込むことにより、このプランがより実効

あるものになることをめざします。 

 

基本施策 

１．推進体制の整備・充実 

本計画を総合的かつ効果的に推進するため、地域や事業所、また市民が自主的に取り組む

ために必要な推進体制の整備・強化を行っていくことが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 地域および事業所における組織・機能強化 

 

○男女共同参画地区推進員の設置を促し、

地域における推進体制の整備を図りま

す。 

○男女共同参画事業所推進員の設置を促

し、事業所における推進体制の整備を図

ります。 

○男女共同参画社会の実現に向けた気運

の醸成や啓発を図ります。 

推進員研修会の実施 総務課 

気運の醸成、啓発 全課 

(２) 本部の機構の組織・機能強化 

 

 ①男女共同参画推進協議会の機能発揮 

○男女共同参画推進協議会を開催し、推進

に向け取り組みます。 

男女共同参画推進協議会

の開催 
総務課 

 ②男女共同参画推進条例に基づく施策の推進 

○小浜市男女共同参画推進条例に基づき、

実効性のある施策の推進に努めます。 

具体的施策の検証、実効性

のある施策の推進 
総務課 

 

 

 

基本方針Ⅵ 
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№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

 

 ③総合的な推進体制の整備・強化など 

○本施策の達成に向けて男女共同参画推

進本部体制を強化し、庁内関係各課の連

携強化を図ります。 

○あらゆる行政施策が男女共同参画の視

点で推進されるよう、職員の研修機会な

どの充実を図ります。 

○苦情の処理などのため、行政相談委員、

人権擁護委員などの積極的な協力を求

めます。 

○男女共同参画の推進状況などの年次報

告を作成し、公表します。 

○施策の総合的推進、フォローアップなど

を図るため、必要に応じて実施計画の見

直しを行います。 

推進本部会議の開催 総務課 

女性職員のリーダー育成 総務課 

人権相談の実施 生涯学習課 

苦情処理体制の充実 情報課 

年次報告の作成・公表 

総務課 

具体的施策の見直し 

(３) 広報などによる男女共同参画社会の実現に向けた気運の醸成 

 

○男女共同参画に関する情報を広報し、男

女共同参画社会の実現に向けた気運の

醸成を図ります。 

広報おばま、市公式ホーム

ページなどによる情報発

信 

総務課 
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基本施策 

２．推進状況の検証 

小浜市における、本計画に基づく男女共同参画社会形成の促進に関する施策の進捗状況を

検証し、男女共同参画の促進を図ることが必要です。 

 

施策の方向性と取組内容 

 

№ 具体的方向性 取組内容 担当課 

(１) 情報の提供、調査研究 

 
○男女共同参画社会の形成に関する情報

の提供、調査研究に取り組みます。 

広報おばま、市公式ホーム

ページなどでの情報提供 総務課 

アンケート実施 

(２) 小浜市の各種団体、市民の理解を深めるための取組の強化 

 

○男女共同参画に関する理解を深めるた

め、「家庭と仕事の両立の日」の意識啓

発に努めます。 

街頭啓発、チラシ配布 総務課 

(３) 男女共同参画社会形成の促進に関する施策の実施状況の検証 

 
○男女共同参画社会形成の促進に関する

施策の実施状況の検証を行います。 
プラン検証・結果報告 全課 
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数値目標 
 

 

基本

方針 
項目 

現状値 

（平成 21 年） 

目標値 

（平成 27 年） 

Ⅰ 

「男は仕事、女は家庭」という性別による固定

的役割分担意識に否定的な人の割合 
51％ 60％ 

地域社会で男女平等になっていると思う人の 

割合 
25.7％ 50％ 

家庭生活で男女平等になっていると思う人の 

割合 
22.6％ 50％ 

Ⅱ 

市の審議会・委員会などでの女性の参画率 26.3％ 40％ 

市役所の管理職における女性の割合 
７％ 

(H22.4.1) 
20％ 

「家庭内の仕事への参加の程度」において、全

ての項目で男性の「いつもする」という回答率 

6.3％～

27.1％ 
30％ 

「家庭と仕事の両立の日」という用語を知って

いる事業所の割合 
27.6％ 50％ 

地域子育て支援拠点の整備 ３か所 ４か所 

Ⅲ 
セクハラ防止対策をしている事業所の割合 35％ 50％ 

職場で男女平等になっていると思う人の割合 17.8％ 50％ 

Ⅳ 

がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮が

ん、乳がん）受診率 
18.1％ 25％ 

特定健康診査受診率（４０歳以上の国保被保険

者のうち、特定健康診査を受診した人の割合） 
25.0％ 65.0％ 

食育に関心を持ち重要性を認識している市民の

割合 

90.4％ 

（H19年） 
100％ 

Ⅴ 

夫婦間における「平手で打つ」「なぐるふりをし

て、おどす」を暴力として認識する人の割合 

平手で打つ 

60.3％ 

なぐるふりを

しておどす 

47.7％ 

100％ 

配偶者からの暴力の相談窓口の周知度 ― 50％ 
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男女共同参画プラン策定委員会委員名簿 

 

 氏 名 所属団体等 

1 ◎前川 久子 ふくいソフィアの会わかさ支部 会員 

2 ○松井 勇於 小浜市老人クラブ連合会 副会長 

3 赤坂 修代 小浜市連合婦人会 書記 

4 河島 智惠子 小浜市男女共同参画地区推進員代表 

5 北川 昭二 小浜市区長連合会 副会長 

6 清水 博敬 小浜商工会議所 専務理事 

7 鈴木 明美 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター 女性相談員 

8 田井 和美 小浜市人権擁護委員協議会 委員 

9 竹内 壽代 小浜男女共同参画ネットワーク 常任理事 

10 原 毅 小浜警察署 警務課長 

11 福井 拓哉 小浜市男女共同参画事業所推進員代表（もみじの里） 

12 松崎 眞理 小浜市小中学校校長会（今富小学校 校長） 

13 松下 笑佳 市民公募 

14 山田 規久子 小浜市教育委員会 教育委員 

15 山夲 市 小浜市男女共同参画推進本部長（副市長） 

※◎印は委員長 ○印は副委員長 
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用語説明 
 

●家族経営協定 

 家族経営が中心の我が国の農業において、家族一人ひとりの役割と責任を明確化し、男女

を問わず意欲をもって取り組めるようにするため、農業経営を担っている家族の皆が話し合

って農業経営の方針、労働報酬、休日・労働時間、経営移譲等について文書で取り決めるも

のです。 

 家族経営協定を締結することにより、家族の間に新しい信頼関係が生まれ、経営における

それぞれの役割分担や位置付けが明確になります。 

 

●家庭と仕事の両立の日 

小浜市では、勤労者が家庭生活と職業生活との両立を図りつつ、地域社会にも参画するこ

とを可能にするための環境整備として、「時間と心の余裕の日」をもつこととし、「家庭と仕

事の両立の日」を毎月１日と定めています。事業所における企業活動を阻害することがない

よう配慮しながら、市民自らが地域や家庭の事への参画や、男女共同参画に対する意識をも

ってもらうことが狙いです。 

 

●合計特殊出生率  

 15歳から 49歳まで（再生産年齢）の女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性

が再生産年齢を経過する間に、その年の年齢別特殊出生率に基づいて子どもを生んだと仮定

した場合の平均出生児数です。 

 

●ストーカー 

 一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き、執拗な「つきまとい」など、相手に迷惑や攻撃を

与える行為のことです。2000年（平成 12年）に「ストーカー行為等の規制に関する法律」

が制定され、定義が明確化されるとともに、処罰の対象となりました。 

 

●性別役割分担意識 

 男性・女性で異なる役割が与えられ、その役割の遂行を期待する意識のことをいいます。

性別役割分担の意識は、長期的には解消される方向にあるものの、依然として根強く残って

いる状況にあります。 
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●セクシュアル・ハラスメント 

 相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的な

うわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の提示など、さまざまな態様のものが

含まれます。特に雇用の場においては、「職場（労働者が業務を遂行する場所）において行

われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、女性労働者がその労働条件につき不利

益を受けること又は性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること」とされていま

す。 

 

●ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

 日本語に直訳すると「家庭内暴力」となりますが、一般的には、「夫や恋人など親密な関

係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で使用されること

が多くなっています。家庭内の出来事で被害が潜在することが多く、公的機関の対応も十分

ではなかったことから、この問題に対する取り組みが急がれています。身体的なものだけで

なく、精神的なものまで含む概念として用いられる場合もあり、どのような意味で使われる

かについて、注意が必要となります。男女共同参画基本計画においては、「夫・パートナー

からの暴力」として記述されています。 

 

●バリアフリー 

 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味。

元来は建築用語として、建物内の段差の解消など、物理的障壁の除去という意味合いが強か

ったものですが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なす

べての障壁の除去という意味でも用いられています。 

 

●パワーハラスメント 

職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害

する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。

うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。 

 

●ファミリー・フレンドリー企業 

 仕事と育児・介護とが両立できるさまざまな制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働

者が選択できるような取り組みを行う企業のことをいいます。ファミリー・フレンドリー企

業は、企業にとって、労働者のモラールの向上、人材の確保、欠勤の減尐等のメリットがあ

り、労働者にとっても、家族とのコミュニケーションの増大、仕事の満足度の向上、ストレ

スの減尐等のメリットがあります。 
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●ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

 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います。男女共同参画社会基本法第２

条では「積極的改善措置」として規定されています。我が国では審議会等委員の登用や公務

員の採用・登用等でこうした措置が進められています。アファーマティブ・アクションと呼

ばれることもあります。 
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小浜市男女共同参画推進条例 
 

平成 14 年 9 月 30 日  

条例第 29 号  

 

小浜市は、長い歴史、豊かな文化、

美しい自然に恵まれ、海外や国内各

地との交易、交流などを通じて発展

してきたまちである。  

この地に住む私たちは、食を守り、

はぐくみ、および活かす食のまちづ

くりなど地域の特性を生かしたまち

づくりに男女が共に取り組んでいる。 

小浜市は、古文書に著されている

平安時代に活躍した「小槻 お づ き の  

氏女う ず め」、戦国の世に生きた「常

高院じ よ う こ う い ん (織田 お だ  信長 の ぶ な

がの妹お市 い ちの方 か たの娘  お初 は

つ )」、幕末、明治時代に生きた「木

戸き ど  松子 ま つ こ (名妓め い ぎ  幾松 い

く ま つ、明治維新の三傑と称された木

戸孝允き ど た か よ し (桂 か つ ら  小五郎 こ ご

ろ う )の妻 )」や明治の歌人「山川 や ま か

わ  登美子と み こ」などの女性が活躍

した地であり、また、明治時代に女

性教育の大切さを訴え、女学校の創

設に尽力した「山口 や ま ぐ ち  嘉七 か し

ち」などを輩出した地でもある。  

しかしながら、古くからの慣習や

しきたりによりつくられてきた性別

による固定的な役割分担意識は、時

代とともに変わりつつあるものの、

社会のあらゆる分野において男女共

同参画社会の形成に影響を及ぼして

いる。  

小浜市は、市民だれもが輝き、互

いを尊重し、思いやりの心を持ち、

共に責任を担い、個性豊かな生活が

できるまちをめざして、市、市民お

よび事業者ならびに関係機関が連携、

協働して男女共同参画を推進するた

め、この条例を制定する。  

 

第 1 章  総則  

 

(目的 ) 

第 1 条  この条例は、男女共同参画

社会基本法 (平成 11 年法律第 78 号 )

に基づき、小浜市における男女共同

参画社会の形成についての基本理念

を定め、市、市民および事業者の責

務を明らかにするとともに、男女共

同参画の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

共同参画を総合的かつ計画的に推進

し、もって市民だれもが輝き、互い

を尊重し、思いやりの心を持ち、共

に責任を担い、個性豊かな生活がで

きる男女共同参画社会の実現に資す

ることを目的とする。  
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(定義 ) 

第 2 条  この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1) 男女共同参画  男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、

社会的および文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担う

ことをいう。  

(2) 積極的改善措置  前号に規定

する機会に係る男女間の格差を改善

するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。  

(3) 食  小浜市食のまちづくり条

例 (平成 13 年小浜市条例第 30 号 )第

2 条第 1 号に規定する食をいう。  

(4) 配偶者  配偶者 (婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同

様の状態にある者を含む。以下この

号において同じ。)および配偶者であ

った者をいう。  

(5) 配偶者からの暴力  配偶者か

らの身体に対する不法な攻撃であっ

て、生命または身体に危害を及ぼす

ものをいう。  

(6) セクシュアル・ハラスメント  

性的な言動により他の者の生活環境

等を害し、または性的な言動に対す

る他の者の対応によって当該他の者

に不利益を与えることをいう。  

 

 

(基本理念 ) 

第 3 条  男女共同参画社会の形成は、

次に掲げる基本理念にのっとり、推

進されなければならない。  

(1) 男女の個人としての尊厳が重

んじられ、男女が、性別による差別

的取扱いを受けないこと。  

(2) 社会における制度または慣行

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

立なものとし、男女が、互いにその

人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別にかかわりなく、社会のあらゆ

る分野において、その個性と能力を

十分に発揮することができる機会が

確保されること。  

(3) 男女が、社会の対等な構成員と

して、市における政策または民間の

団体における方針の立案および決定

に共同して参画する機会が確保され

ること。  

(4) 家族を構成する男女が、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、社会の

あらゆる分野における活動に参画す

ることができるようにすること。  

(5) 国際的協調の下に男女共同参

画社会を形成すること。  

(6) 男女が、生涯を通じて健康に関

心を持ち、健康を保持するために必

要な食の大切さを共に考えることが

できるようにすること。  
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(7) 男女が、それぞれの特徴および

特性について互いに理解を深めるこ

とができるようにすること。  

(8) 配偶者間において人権侵害が

ないようにすること。  

(9) 子の養育に適した経済的、社会

的および文化的環境の整備が図られ

ること。  

 

(市の責務 ) 

第 4 条  市は、前条各号に掲げる基

本理念 (以下「基本理念」という。 )

にのっとり、男女共同参画の促進に

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、およ

び実施するものとする。  

2 市は、男女共同参画の促進に関す

る施策の実施に当たっては、市民お

よび事業者ならびに関係機関と相互

に連携して取り組むものとする。  

 

(市民の責務 ) 

第 5 条  市民は、基本理念にのっと

り、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

会を確保するとともに、男女共同参

画社会の実現に努めるものとする。  

2 市民は、性別による固定的な役割

分担等を反映した社会における制度

または慣行の改善に努めるものとす

る。  

3 市民は、男女共に生涯を通じて健

康に関心を持ち、健康の源である食

の大切さを考え、健康を保持するよ

う努めるものとする。  

4 市民は、男女の特徴および特性に

ついて互いに理解を深めるよう努め

るものとする。  

5 市民は、配偶者からの暴力を受け

ている者を発見した場合は、関係機

関に通報するよう努めなければなら

ない。  

6 市民は、第 11 条の家庭と仕事の

両立の日においては、基本理念にの

っとり、家庭、地域等における役割

を十分に果たすよう努めるものとす

る。  

 

(事業者の責務 ) 

第 6 条  事業者は、基本理念にのっ

とり、その事業活動を行うに当たっ

ては、男女が共同して参画すること

ができる体制の整備に積極的に取り

組むものとする。  

2 事業者は、第 11 条の家庭と仕事

の両立の日においては、男女共同参

画の推進を図るため、適切な措置を

講ずるとともに、日頃から勤労者が

家庭生活と仕事を両立できるよう配

慮するものとする。  

3 事業者は、第 10 条第 2 項の調査

その他男女共同参画の促進に関する

施策に協力するよう努めるものとす

る。  
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第 2 章  男女共同参画を阻害する行

為の制限  

 

(性別による権利侵害の禁止 ) 

第 7 条  何人も、配偶者に対し暴力

(心身に有害な影響を及ぼす言動を

含む。 )を加えてはならない。  

2 何人も、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、セクシュアル・ハラスメントを

行ってはならない。  

 

(伝達する情報に関する配慮 ) 

第 8 条  何人も、伝達する情報にお

いて、性別による固定的な役割分担

および配偶者からの暴力を助長また

は強く示唆するような表現を用いな

いよう配慮するものとする。  

 

第 3 章  男女共同参画の推進に関す

る基本施策  

 

(基本計画の策定 ) 

第 9 条  市長は、男女共同参画の促

進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するため、男女共同参画の促

進に関する基本的な計画 (以下「基本

計画」という。)を定めなければなら

ない。  

2 基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。  

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき

施策の大綱  

(2) 前号に掲げるもののほか、当該

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 市長は、基本計画を策定するに当

たっては、市民の意見を聴くものと

する。  

4 市長は、基本計画を策定したとき

は、速やかにこれを公表しなければ

ならない。  

5 基本計画は、変更することができ

る。  

6 第 3 項および第 4 項の規定は、前

項の規定による基本計画の変更につ

いて準用する。  

 

(情報提供等 ) 

第 10 条  市は、男女共同参画の推進

に関し、市民および事業者の理解を

深めるため、情報提供および広報活

動を行うものとする。  

2 市は、男女共同参画の推進の状況

および実態を把握するため、必要と

認めるときは、市民、事業者または

関係機関に対して調査を行うととも

に、その結果を公表するものとする。

この場合において、市は、個人情報

の保護に関して最大限の注意を払わ

なければならない。  

 

(家庭と仕事の両立の日 ) 

第 11 条  市は、男女共同参画に関す

る意識の啓発および基本計画の推進

を図るため、家庭と仕事の両立の日

を定めるものとする。  

 

(表彰 ) 

第 12 条  市長は、男女共同参画の推

進に関して、その功績が特に顕著な
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個人および団体に対して、表彰を行

うことができる。  

 

(附属機関における積極的改善措置 ) 

第 13 条  市は、男女共同参画の推進

のため、附属機関を組織する委員そ

の他の構成員の任命に当たっては、

個人の能力を合理的かつ適正に評価

し、積極的改善措置を講ずるよう努

めるものとする。  

2 前項の積極的改善措置を講ずる

場合は、当該附属機関を組織する委

員その他の構成員のうち、男女のい

ずれか一方の委員その他の構成員の

数が、当該附属機関を組織する委員

その他の構成員の総数の 10 分の 4 未

満とならないよう配慮するものとす

る。  

 

(市民および事業者への支援 ) 

第 14 条  市は、市民および事業者が

男女共同参画の推進に関して行う活

動を支援するため、必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。  

 

(苦情処理 ) 

第 15 条  市民が性別による差別的

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を

侵害された場合は、市に申し出るこ

とができる。  

2 市は、前項の規定による申出があ

った場合は、関係機関と連携し、被

害者の救済を図るため必要な措置を

講ずるものとする。  

 

第 4 章  男女共同参画推進体制  

 

(推進員等 ) 

第 16 条  市は、地域における男女共

同参画を促進するため、地域に男女

共同参画地区推進員 (以下「地区推進

員」という。)を置くことを奨励する

ものとする。  

2 地区推進員は、次に掲げる役割を

担うものとする。  

(1) 地区内における男女共同参画

に関する広報活動  

(2) 地区内における家庭と仕事の

両立の日の普及  

(3) 男女共同参画に関する相談、指

導および助言  

(4) 関係機関との連携および協力  

(5) 市等が実施する研修、講演会等

への参加  

3 事業者は、事業所における男女共

同参画を推進するため、男女共同参

画事業所推進員 (以下「事業所推進

員」という。)を置くよう努めるもの

とする。  

4 事業所推進員は、次に掲げる役割

を担うものとする。  

(1) 事業所内における男女共同参

画に関する広報活動  

(2) 事業所内における家庭と仕事

の両立の日の普及  

(3) 男女共同参画に関する相談、指

導および助言  

(4) 関係機関との連携および協力  

(5) 市等が実施する研修、講演会等

への参加  
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5 市は、地区推進員および事業所推

進員に対して、次に掲げる支援を行

うものとする。  

(1) 男女共同参画に関する研修の

実施  

(2) 男女共同参画に関する情報の

提供  

(3) 男女共同参画に関する指導お

よび助言  

(4) その他男女共同参画を推進す

るため必要と認められる事項  

(推進体制の整備 ) 

第 17 条  市長は、男女共同参画の促

進に関する施策を推進するため、体

制の整備に取り組むものとする。  

 

第 5 章  雑則  

(委任 ) 

第 18 条  この条例の施行に関し必

要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  

この条例は、平成 14 年 10 月 1 日から施行

する。
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男女共同参画社会基本法 
平成 11 年６月 23 日  

法律第 78 号  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の

尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等

の実現に向けた様々な取組が、国際社会に

おける取組とも連動しつつ、着実に進めら

れてきたが、なお一層の努力が必要とされ

ている。 

 一方、尐子高齢化の進展、国内経済活動

の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な

変化に対応していく上で、男女が、互いに

その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十

分に発揮することができる男女共同参画社

会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参

画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け、社会のあら

ゆる分野において、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の推進を図っていく

ことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成につい

ての基本理念を明らかにしてその方向を示

し、将来に向かって国、地方公共団体及び

国民の男女共同参画社会の形成に関する取

組を総合的かつ計画的に推進するため、こ

の法律を制定する。 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重さ

れ、かつ、社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することの緊

要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方

公共団体及び国民の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画社会の形成を総合的

かつ計画的に推進することを目的とする。  

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社

会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会

に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対

し、当該機会を積極的に提供することをい

う。  
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（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。  
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（法制上の措置等） 

第 11条 政府は、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を実施するため必要な

法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければならない。  

 

（年次報告等） 

第 12条 政府は、毎年、国会に、男女共同

参画社会の形成の状況及び政府が講じた男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女

共同参画社会の形成の状況を考慮して講じ

ようとする男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。  

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策  

 

（男女共同参画基本計画）  

第 13条 政府は、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の

意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案

を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣

議の決定があったときは、遅滞なく、男女

共同参画基本計画を公表しなければならな

い。  

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計

画の変更について準用する。  

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計

画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲

げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長

期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の

区域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び

都道府県男女共同参画計画を勘案して、当

該市町村の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

という。）を定めるように努めなければなら

ない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女

共同参画計画又は市町村男女共同参画計画

を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。  
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（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ

る施策を策定し、及び実施するに当たって

は、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ

ればならない。  

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動

等を通じて、基本理念に関する国民の理解

を深めるよう適切な措置を講じなければな

らない。  

 

（苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策又は男女

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め

られる施策についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別による差別的取扱いそ

の他の男女共同参画社会の形成を阻害する

要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を

講じなければならない。  

 

（調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に

関する調査研究その他の男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の策定に必要な

調査研究を推進するように努めるものとす

る。  

 

（国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を

国際的協調の下に促進するため、外国政府

又は国際機関との情報の交換その他男女共

同参画社会の形成に関する国際的な相互協

力の円滑な推進を図るために必要な措置を

講ずるように努めるものとする。  

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第 20条 国は、地方公共団体が実施する男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策

及び民間の団体が男女共同参画社会の形成

の促進に関して行う活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。  

 

第３章 男女共同参画会議  

 

（設置） 

第 21条 内閣府に、男女共同参画会議（以

下「会議」という。）を置く。  

 

（所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさ

どる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13条

第３項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大

臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な方

針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。  

三 前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。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の実施状況を監視し、

及び政府の施策が男女共同参画社会の形成
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に及ぼす影響を調査し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。  

 

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内

をもって組織する。  

 

（議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充

てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

 

（議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充

てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた

識見を有する者のうちから、内閣総理大臣

が任命する者  

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定

する議員の総数の 10 分の５未満であって

はならない。  

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のい

ずれか一方の議員の数は、同号に規定する

議員の総数の 10 分の４未満であってはな

らない。  

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。  

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期

は、２年とする。ただし、補欠の議員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任され

ることができる。  

（資料提出の要求等） 

第 27条 会議は、その所掌事務を遂行する

ために必要があると認めるときは、関係行

政機関の長に対し、監視又は調査に必要な

資料その他の資料の提出、意見の開陳、説

明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するため

に特に必要があると認めるときは、前項に

規定する者以外の者に対しても、必要な協

力を依頼することができる。  

 

（政令への委任） 

第 28条 この章に定めるもののほか、会議

の組織及び議員その他の職員その他会議に

関し必要な事項は、政令で定める。  

 

附則（平成 11年６月 23日法律第 78号） 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。  

 

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。  

    （施行の日＝平成 13年１月６日）  

一 略  

二 附則第 10 条第１項及び第５項、第 14
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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。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

 

（別に定める経過措置） 

第 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） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除

く。）は、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） 
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  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 
平成 13 年  

法律第 31 号  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の

尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁

護と男女平等の実現に向けた取組が行われ

ている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪と

なる行為をも含む重大な人権侵害であるに

もかかわらず、被害者の救済が必ずしも十

分に行われてこなかった。また、配偶者か

らの暴力の被害者は、多くの場合女性であ

り、経済的自立が困難である女性に対して

配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳

を害し、男女平等の実現の妨げとなってい

る。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と

男女平等の実現を図るためには、配偶者か

らの暴力を防止し、被害者を保護するため

の施策を講ずることが必要である。このこ

とは、女性に対する暴力を根絶しようと努

めている国際社会における取組にも沿うも

のである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、

相談、保護、自立支援等の体制を整備する

ことにより、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るため、この法律を制定

する。 

第一章 総則 

 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの

暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴

力（身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響

を及ぼす言動（以下この項において「身体

に対する暴力等」と総称する。）をいい、配

偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配

偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻

の届出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者が、事実上離婚した

と同様の事情に入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力を防止するとともに、被害者の自

立を支援することを含め、その適切な保護

を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計

画等 
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（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員

会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この

条及び次条第五項において「主務大臣」と

いう。）は、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策に関する基本的な

方針（以下この条並びに次条第一項及び第

三項において「基本方針」という。）を定め

なければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項

につき、次条第一項の都道府県基本計画及

び同条第三項の市町村基本計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な事項  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する重

要事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこ

れを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければならな

い。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこ

れを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即し

て、当該都道府県における配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を定

めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な方針  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する重

要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画

を勘案して、当該市町村における配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画（以下こ

の条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本

計画又は市町村基本計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対

し、都道府県基本計画又は市町村基本計画

の作成のために必要な助言その他の援助を

行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置

する婦人相談所その他の適切な施設におい

て、当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするもの

とする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切

な施設において、当該各施設が配偶者暴力

相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするよう努めるものとする。 
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３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

め、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、

相談に応ずること又は婦人相談員若しくは

相談を行う機関を紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。  

三 被害者（被害者がその家族を同伴する

場合にあっては、被害者及びその同伴する

家族。次号、第六号、第五条及び第八条の

三において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。  

四 被害者が自立して生活することを促進

するため、就業の促進、住宅の確保、援護

等に関する制度の利用等について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。  

五 第四章に定める保護命令の制度の利用

について、情報の提供、助言、関係機関へ

の連絡その他の援助を行うこと。  

六 被害者を居住させ保護する施設の利用

について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所

が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める

基準を満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その

業務を行うに当たっては、必要に応じ、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体との連携

に努めるものとする。 

 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応

じ、必要な指導を行うことができる。 

 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設におい

て被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報

等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配

偶者であった者からの身体に対する暴力に

限る。以下この章において同じ。）を受けて

いる者を発見した者は、その旨を配偶者暴

力相談支援センター又は警察官に通報する

よう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務

を行うに当たり、配偶者からの暴力によっ

て負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その旨を配偶者暴力

相談支援センター又は警察官に通報するこ

とができる。この場合において、その者の

意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の

秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関す

る法律の規定は、前二項の規定により通報

することを妨げるものと解釈してはならな

い。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務

を行うに当たり、配偶者からの暴力によっ

て負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その者に対し、配偶

者暴力相談支援センター等の利用について、

その有する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 
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（配偶者暴力相談支援センターによる保護

についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、

被害者に関する通報又は相談を受けた場合

には、必要に応じ、被害者に対し、第三条

第三項の規定により配偶者暴力相談支援セ

ンターが行う業務の内容について説明及び

助言を行うとともに、必要な保護を受ける

ことを勧奨するものとする。 

 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者か

らの暴力が行われていると認めるときは、

警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、

警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百

三十六号）その他の法令の定めるところに

より、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防止

するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察

本部長（道警察本部の所在地を包括する方

面を除く方面については、方面本部長。第

十五条第三項において同じ。）又は警察署長

は、配偶者からの暴力を受けている者から、

配偶者からの暴力による被害を自ら防止す

るための援助を受けたい旨の申出があり、

その申出を相当と認めるときは、当該配偶

者からの暴力を受けている者に対し、国家

公安委員会規則で定めるところにより、当

該被害を自ら防止するための措置の教示そ

の他配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な援助を行うものとす

る。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法

律第四十五号）に定める福祉に関する事務

所（次条において「福祉事務所」という。）

は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四

十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第

百六十四号）、母子及び寡婦福祉法（昭和三

十九年法律第百二十九号）その他の法令の

定めるところにより、被害者の自立を支援

するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協

力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都

道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市

町村の関係機関その他の関係機関は、被害

者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りな

がら協力するよう努めるものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の

保護に係る職員の職務の執行に関して被害

者から苦情の申出を受けたときは、適切か

つ迅速にこれを処理するよう努めるものと

する。 

 

第四章 保護命令 

 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の

生命又は身体に対し害を加える旨を告知し

てする脅迫をいう。以下この章において同
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じ。）を受けた者に限る。以下この章におい

て同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた者である場合にあっては配偶者

からの更なる身体に対する暴力（配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力。第

十二条第一項第二号において同じ。）により、

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

者である場合にあっては配偶者から受ける

身体に対する暴力（配偶者からの生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力。同号において

同じ。）により、その生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいときは、裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者（配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者。以下この条、同項第三号及び

第四号並びに第十八条第一項において同

じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ず

るものとする。ただし、第二号に掲げる事

項については、申立ての時において被害者

及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場

合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六

月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この

号において同じ。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないこと。  

二 命令の効力が生じた日から起算して二

月間、被害者と共に生活の本拠としている

住居から退去すること及び当該住居の付近

をはいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同

項第一号の規定による命令を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定に

よる命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して

次の各号に掲げるいずれの行為もしてはな

らないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。  

二 その行動を監視していると思わせるよ

うな事項を告げ、又はその知り得る状態に

置くこと。  

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急や

むを得ない場合を除き、連続して、電話を

かけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、

若しくは電子メールを送信すること。  

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十

時から午前六時までの間に、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電

子メールを送信すること。  

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快

又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。  

七 その名誉を害する事項を告げ、又はそ

の知り得る状態に置くこと。  

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、

若しくはその知り得る状態に置き、又はそ
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の性的羞恥心を害する文書、図画その他の

物を送付し、若しくはその知り得る状態に

置くこと。  

３ 第一項本文に規定する場合において、

被害者がその成年に達しない子（以下この

項及び次項並びに第十二条第一項第三号に

おいて単に「子」という。）と同居している

ときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻

すと疑うに足りる言動を行っていることそ

の他の事情があることから被害者がその同

居している子に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第一項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の

効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、当該子の住居（当該配偶者

と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につき

まとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないことを命ずるものとす

る。ただし、当該子が十五歳以上であると

きは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、

配偶者が被害者の親族その他被害者と社会

生活において密接な関係を有する者（被害

者と同居している子及び配偶者と同居して

いる者を除く。以下この項及び次項並びに

第十二条第一項第四号において「親族等」

という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又

は乱暴な言動を行っていることその他の事

情があることから被害者がその親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため必要があると認める

ときは、第一項第一号の規定による命令を

発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、その生命又は身体に危害

が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、

同号の規定による命令の効力が生じた日か

ら起算して六月を経過する日までの間、当

該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この項に

おいて同じ。）その他の場所において当該親

族等の身辺につきまとい、又は当該親族等

の住居、勤務先その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者

の十五歳未満の子を除く。以下この項にお

いて同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未

満の者又は成年被後見人である場合にあっ

ては、その法定代理人の同意）がある場合

に限り、することができる。 

 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の

申立てに係る事件は、相手方の住所（日本

国内に住所がないとき又は住所が知れない

ときは居所）の所在地を管轄する地方裁判

所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立て

は、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁

判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地  

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫が行わ
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れた地  

 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの

規定による命令（以下「保護命令」という。）

の申立ては、次に掲げる事項を記載した書

面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力

又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受

けた後の配偶者から受ける身体に対する暴

力により、生命又は身体に重大な危害を受

けるおそれが大きいと認めるに足りる申立

ての時における事情  

三 第十条第三項の規定による命令の申立

てをする場合にあっては、被害者が当該同

居している子に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため当

該命令を発する必要があると認めるに足り

る申立ての時における事情  

四 第十条第四項の規定による命令の申立

てをする場合にあっては、被害者が当該親

族等に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため当該命令を

発する必要があると認めるに足りる申立て

の時における事情  

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又

は警察職員に対し、前各号に掲げる事項に

ついて相談し、又は援助若しくは保護を求

めた事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項  

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称  

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求め

た日時及び場所  

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内

容  

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容  

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）

に同項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載がない場合には、申立書には、同項第

一号から第四号までに掲げる事項について

の申立人の供述を記載した書面で公証人法

（明治四十一年法律第五十三号）第五十八

条ノ二第一項の認証を受けたものを添付し

なければならない。 

 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに

係る事件については、速やかに裁判をする

ものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手

方が立ち会うことができる審尋の期日を経

なければ、これを発することができない。

ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができない

事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イから

ニまでに掲げる事項の記載がある場合には、

裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センタ

ー又は当該所属官署の長に対し、申立人が

相談し又は援助若しくは保護を求めた際の

状況及びこれに対して執られた措置の内容

を記載した書面の提出を求めるものとする。

この場合において、当該配偶者暴力相談支

援センター又は当該所属官署の長は、これ

に速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合に
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は、前項の配偶者暴力相談支援センター若

しくは所属官署の長又は申立人から相談を

受け、若しくは援助若しくは保護を求めら

れた職員に対し、同項の規定により書面の

提出を求めた事項に関して更に説明を求め

ることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決

定には、理由を付さなければならない。た

だし、口頭弁論を経ないで決定をする場合

には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の

送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しく

は審尋の期日における言渡しによって、そ

の効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記

官は、速やかにその旨及びその内容を申立

人の住所又は居所を管轄する警視総監又は

道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立

人が配偶者暴力相談支援センターの職員に

対し相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実があり、かつ、申立書に当該事実に

係る第十二条第一項第五号イからニまでに

掲げる事項の記載があるときは、裁判所書

記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載さ

れた配偶者暴力相談支援センター（当該申

立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センターが二以上ある場合にあっては、

申立人がその職員に対し相談し、又は援助

若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶

者暴力相談支援センター）の長に通知する

ものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁

判に対しては、即時抗告をすることができ

る。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に

影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護

命令の取消しの原因となることが明らかな

事情があることにつき疎明があったときに

限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時

抗告についての裁判が効力を生ずるまでの

間、保護命令の効力の停止を命ずることが

できる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることが

できる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号

の規定による命令の効力の停止を命ずる場

合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、

裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じ

なければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、

不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規

定による命令を取り消す場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、

当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされて

いる保護命令について、第三項若しくは第

四項の規定によりその効力の停止を命じた

とき又は抗告裁判所がこれを取り消したと

きは、裁判所書記官は、速やかに、その旨

及びその内容を当該通知をした配偶者暴力

相談支援センターの長に通知するものとす

る。 
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８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四

項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取

り消した場合について準用する。 

 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当

該保護命令の申立てをした者の申立てがあ

った場合には、当該保護命令を取り消さな

ければならない。第十条第一項第一号又は

第二項から第四項までの規定による命令に

あっては同号の規定による命令が効力を生

じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令

にあっては当該命令が効力を生じた日から

起算して二週間を経過した後において、こ

れらの命令を受けた者が申し立て、当該裁

判所がこれらの命令の申立てをした者に異

議がないことを確認したときも、同様とす

る。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第

一号の規定による命令を発した裁判所が前

項の規定により当該命令を取り消す場合に

ついて準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定

は、前二項の場合について準用する。 

 

（第十条第一項第二号の規定による命令の

再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定によ

る命令が発せられた後に当該発せられた命

令の申立ての理由となった身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を

理由とする同号の規定による命令の再度の

申立てがあったときは、裁判所は、配偶者

と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰するこ

とのできない事由により当該発せられた命

令の効力が生ずる日から起算して二月を経

過する日までに当該住居からの転居を完了

することができないことその他の同号の規

定による命令を再度発する必要があると認

めるべき事情があるときに限り、当該命令

を発するものとする。ただし、当該命令を

発することにより当該配偶者の生活に特に

著しい支障を生ずると認めるときは、当該

命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十

二条の規定の適用については、同条第一項

各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」

とあるのは「第一号、第二号及び第五号に

掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事

情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事

項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」

と、同条第二項中「同項第一号から第四号

までに掲げる事項」とあるのは「同項第一

号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条

第一項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、

当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記

録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若

しくは抄本の交付又は事件に関する事項の

証明書の交付を請求することができる。た

だし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出

す審尋の期日の指定があり、又は相手方に

対する保護命令の送達があるまでの間は、

この限りでない。 
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（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又は

その支局の管轄区域内に公証人がいない場

合又は公証人がその職務を行うことができ

ない場合には、法務大臣は、当該法務局若

しくは地方法務局又はその支局に勤務する

法務事務官に第十二条第二項（第十八条第

二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある

場合を除き、保護命令に関する手続に関し

ては、その性質に反しない限り、民事訴訟

法（平成八年法律第百九号）の規定を準用

する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、

保護命令に関する手続に関し必要な事項は、

最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害

者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のあ

る者（次項において「職務関係者」という。）

は、その職務を行うに当たり、被害者の心

身の状況、その置かれている環境等を踏ま

え、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

その人権を尊重するとともに、その安全の

確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなけ

ればならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に

対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の

特性等に関する理解を深めるために必要な

研修及び啓発を行うものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶

者からの暴力の防止に関する国民の理解を

深めるための教育及び啓発に努めるものと

する。 

 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に資

するため、加害者の更生のための指導の方

法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに被

害者の保護に係る人材の養成及び資質の向

上に努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るための活動を行う民間の団体に対し、必

要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げ

る費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲

げる業務を行う婦人相談所の運営に要する

費用 

（次号に掲げる費用を除く。）  

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦

人相談所が行う一時保護（同条第四項に規

定する厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行う場合を含む。）に要する費

用  
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三 第四条の規定に基づき都道府県知事の

委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費

用  

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う

保護（市町村、社会福祉法人その他適当と

認める者に委託して行う場合を含む。）及び

これに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の

委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費

用を支弁しなければならない。 

 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところに

より、都道府県が前条第一項の規定により

支弁した費用のうち、同項第一号及び第二

号に掲げるものについては、その十分の五

を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各

号に掲げる費用の十分の五以内を補助する

ことができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支

弁した費用のうち、同項第三号及び第四号

に掲げるもの  

二 市が前条第二項の規定により支弁した

費用  

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令に違反した者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二

項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項につい

て虚偽の記載のある申立書により保護命令

の申立てをした者は、十万円以下の過料に

処する。 

 

附則〔抄〕 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算し

て六月を経過した日から施行する。ただし、

第二章、第六条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第七条、第九条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分

に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規

定は、平成十四年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦

人相談所に対し被害者が配偶者からの身体

に対する暴力に関して相談し、又は援助若

しくは保護を求めた場合における当該被害

者からの保護命令の申立てに係る事件に関

する第十二条第一項第四号並びに第十四条

第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援セン

ター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この

法律の施行後三年を目途として、この法律

の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 

附則〔平成十六年法律第六十四号〕  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算し

て六月を経過した日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律
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による改正前の配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律（次項におい

て「旧法」という。）第十条の規定による命

令の申立てに係る同条の規定による命令に

関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が

発せられた後に当該命令の申立ての理由と

なった身体に対する不法な攻撃であって生

命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事

実を理由とするこの法律による改正後の配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（以下「新法」という。）第十条

第一項第二号の規定による命令の申立て

（この法律の施行後最初にされるものに限

る。）があった場合における新法第十八条第

一項の規定の適用については、同項中「二

月」とあるのは、「二週間」とする。 

 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律

の施行後三年を目途として、新法の施行状

況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。 

 

附則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算し

て六月を経過した日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律

による改正前の配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律第十条の規定

による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前

の例による。 
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