
砺
波
市
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画
﹇
第
３
次
﹈

砺
波
市

砺波市男女共同参画推進計画（第３次）

女と男が ともに支えあい認めあう 心つながるまちへ
ひと ひと



 

は じ め に 
 
 
  

近年、少子高齢化の進行、雇用形態の多様化など、私たちを取り巻く社会情勢

は急速に変化しております。中でも、少子化の進行は、社会経済を支える生産年

齢人口の減少に直結し、社会の活力を維持していくうえでの影響が懸念されます。

こうした変化に対応し、活力ある社会を持続していくためには、男女が互いにそ

の人権を尊重しつつ責任を分かち合い、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のできる男女共同参画社会の実現が不可欠であります。 

さて、本市では、平成 23年に「砺波市男女共同参画推進計画（第２次）」（計画

期間：平成 23 年度～平成 27 年度）を策定し、これまで積極的な取組を進めて

まいりました。その結果、男女共同参画に関するアンケート調査では、「男は仕事、

女は家庭」という性別によって役割を分担するという考え方に反対する人が増え

ております。しかしながら、家庭生活の中では、家事や育児、介護といった分野

は主に女性が分担しているという状況がまだまだ存在しております。 

一方で、国においては、平成 27年 12月に「第４次男女共同参画基本計画」が

策定され、女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支援を始め、暴力の根絶、地

域や防災等の分野における男女共同参画の推進等の施策に取り組むこととして

おります。 

このような中、このたび、国の動向や社会情勢の変化、アンケート調査の結果

などを踏まえ、「砺波市男女共同参画推進計画（第３次）」（計画期間：平成 28 年

度～平成 32 年度）を策定いたしました。 

本市では、今後ともこの計画に基づいて男女共同参画社会実現への取組を積極

的に進めることで、「家庭、地域、職場、学校など様々な分野において、男女がお

互いに支えあい、認めあいながら、心がつながるまち」づくりを目指してまいり

ます。 

本計画の策定にあたり熱心にご審議いただきました砺波市男女共同参画市民

委員会の皆様をはじめ、アンケート調査等にご協力いただいた皆様並びに関係各

位に、心より厚くお礼申し上げます。 

   

平成２８年３月 

                   砺波市長  夏 野  修 

http://www.city.tonami.toyama.jp/tonamisypher/open_imgs/free2/0000027824.jpg
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１ 計画策定の趣旨 
 

砺波市では、平成 17 年（2005 年）に「砺波市男女共同参画推進条例」を制定

するとともに「男女共同参画都市宣言」を行いました。以来、２次にわたり「砺

波市男女共同参画推進計画」を策定し、「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、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」の実現に向けて、地域における普及啓発活動など各種

施策に取り組んできました。 

しかしながら、近年の家族形態の変化、ライフスタイルの多様化などにもかか

わらず、男女の役割を固定的に考える意識は根強く残り、男性の長時間労働や、

女性に家事・育児等と仕事の両面の負担が課せられるなど、未だ多くの課題が残

っています。 

一方で、少子化の急速な進行に伴う人口減少や就業構造の変化など、我が国の

社会経済情勢が大きく変化していることから、社会の活力を維持するため、昨今、

特に、女性の労働市場等への参画促進が重要視されてきています。こうしたこと

から、国は「女性の力は我が国最大の潜在力」として、女性の活躍へ向けた取組

を推進していますが、女性が活躍・参画できるための環境は、まだ十分とは言え

ない状況です。 

そうした中で、現行計画（第２次）の期間満了後も、引き続き、男女共同参画

社会実現の取組を推進するため「砺波市男女共同参画推進計画（第３次）」を策定

するものです。 

* 用語の解説は P68に記載しています。 
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２ 計画の位置づけと期間 
 

この計画は、「男女共同参画社会基本法*」第 14条第 3項及び「砺波市男女共同

参画推進条例」第 8 条第 1 項により策定するものです。また、男女共同参画社会

の実現を推進するため、市民協働のもと、取り組むべき具体的な施策を明らかに

した行動計画を示すもので、「砺波市総合計画」や「砺波市総合戦略」との整合を

図り策定するものです。 

併せて、本計画の基本目標Ⅱ「男女共同参画を実践できる就労環境づくり」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

いう。）」第 6 条第 2 項による推進計画として位置づけ、基本目標Ⅳ「男女共同参

画社会に向けた安全・安心な暮らしの実現」は、「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律（以下「（ＤＶ防止法*」という。）」第 2 条の 3第 3項

による基本計画として位置づけることとします。 

なお、計画の策定に当たっては、砺波市男女共同参画推進計画策定研究会によ

る調査・検討、砺波市男女共同参画市民委員会の提言、平成 27 年（2015 年）6

月に実施した「男女共同参画に関するアンケート調査」の結果などを参考として

います。 

また、計画期間は、平成 28年度から 32年度までの 5年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砺波市総合計画 

砺波市男女共同参画推進条例 

・国の男女共同参画基本

計画 

・国の女性の職業生活に

おける活躍の推進に関

する基本方針 

・県の男女共同参画計画 

・県の配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保

護等に関する基本計画 

 

砺波市男女共同参画推進計画（第３次） 

 
 

男女共同参画社会基本法 

・砺波市子ども・子育て支援
事業計画 

・砺波市健康プラン２１ 
・砺波市高齢者保健福祉計画        
など 

砺波市総合戦略 

 

・砺波市女性活躍推進計画 
・砺波市ＤＶ防止基本計画 

整 合 連携・整合 



 
 

4 

３ 計画策定の背景 
 

 

（１）国の動き 

我が国においては、昭和 60 年（1985 年）に「女子差別撤廃条約」の批准を契

機に、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以

下「男女雇用機会均等法*」という。）」の制定や「国籍法」の改正など法律の整備

が行われ、平成 11年（1999年）には、男女共同参画社会の実現を 21世紀の最重

要課題として位置づけた「男女共同参画社会基本法」が施行され、これに基づく

「男女共同参画基本計画」が平成 12年（2000年）に策定されました。 

また、平成 13 年（2001 年）には、内閣府に「男女共同参画局」を設置すると

ともに男女共同参画会議が設けられ、各種専門調査会において男女共同参画社会

の実現を促進するための具体的提言がされています。 

その後、平成 17 年（2005 年）に、「男女共同参画基本計画（第２次）」が策定

され、平成 22 年（2010 年）には、男女共同参画社会の形成に向けた一層の加速

と実効性あるアクションプランとして「第３次男女共同参画基本計画」が策定さ

れました。 

また、関係法令では、平成 13 年（2001 年）に施行の「ＤＶ防止法」について

は、平成 25 年（2013 年）までの間に 3 回の法改正が行われ、保護命令の追加や

加害者・被害者の範囲の拡大など制度の充実が図られてきています。 

さらに、平成 27 年（2015 年）には、女性が職業生活において、その希望に応

じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性活躍推進法」が

施行され、女性の就業支援の取組が具体的に進められ、同年 12月には「第４次男

女共同参画基本計画*」が閣議決定され、男女共同参画社会の実現に向け、総合的

かつ計画的な施策が推進されています。 

 

 

（２）県の動き 

富山県においては、昭和 56 年（1981 年）の「婦人の明日をひらく富山県行動

計画」の策定以来、名称を変えながら 3 度にわたって時代に即した内容の見直し

が行われました。 

また、平成 13 年（2001 年）4 月には、「富山県男女共同参画推進条例」の施行

により、この条例に基づく「富山県民男女共同参画計画」が同年 12月に策定され

ました。 

その後、この計画を継承・発展し、平成 19 年（2007年）2月に「富山県民男女

共同参画計画（第２次）」を策定、平成 24年（2012年）3月には、富山県のあら 
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ゆる分野への男女共同参画の促進に向けて「富山県民男女共同参画計画（第３次）」

が策定されました。 

併せて、平成 18 年（2006 年）に策定された「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する基本計画（富山県ＤＶ対策基本計画）」については、ＤＶ防止

法の改正に伴い、更なる被害者支援対策を図るため、平成 21年 3月に計画が改定

され、現在、社会全体での配偶者等からの暴力（ＤＶ*）の根絶を目指しています。 

 
 
（３）砺波市の取組 

平成 16 年（2004 年）11 月に旧砺波市と旧庄川町の合併により「砺波市」が誕

生しました。これに伴い、新市の総合的かつ計画的なまちづくりの指針となる「新

砺波市総合計画」を策定し、その主要施策の一つである「市民と一体となった行

政の推進」の中で、「男女共同参画の推進」を位置づけています。 

次いで、平成 17 年（2005 年）9 月には、「砺波市男女共同参画推進条例」を制

定するとともに「男女共同参画都市宣言」を行いました。また、この条例に基づ

き、平成 18 年（2006年）3 月に「砺波市男女共同参画推進計画」を、平成 23 年

（2011年）3月には「砺波市男女共同参画推進計画（第２次）」をそれぞれ策定し、

固定的性別役割分担意識*や男女の地位の不平等感の解消を主な課題に掲げ、男女

共同参画を推進してきました。 

さらに、平成 27 年（2015 年）6 月には、「砺波市男女共同参画推進計画（第３

次）」を策定するため、「男女共同参画に関するアンケート調査」を実施し、市民

の男女共同参画意識の把握に努めたほか、同年 7月から、「砺波市男女共同参画推

進計画策定研究会」において、市民協働による「砺波市男女共同参画推進計画（第

３次）」の策定に向けた検討を進めてきました。 

  

平成 27年度男女共同参画推進のつどい 
寸劇「三世代家族っていいね!?」 
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４ 砺波市の現状 

（1）人口の推移 

国勢調査に基づく本市の人口の推移をみると、昭和 25 年（1950 年）以降は高

度経済成長の影響から都市部への人口流出により減少傾向がみられましたが、昭

和 45 年（1970 年）以降は増加に転じ、平成 17 年（2005 年）には 49,429 人と人

口のピークを迎えました。その後は、やや減少傾向で推移し、平成 27 年（2015

年）の人口は 48,777人で、ピーク時の平成 17年から 652人減っています。[表１] 

  

表１ 砺波市の人口の推移 

                

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口移動調査とは 

国勢調査後の人口の毎月の移動数を調査し、人口の性別、年齢別構成および地域間移動状況の実態を把握す

るとともに、国勢調査の数値にその後の移動数を加減することで毎月の人口を推計するもの 

 

 

 

 

※平成 12 年以前の砺波市人口は、旧砺波市と旧庄川町人口の合計 

 

※外国人人口を含む   

資料：国勢調査（～H22） 人口移動調査（H27） 

各年 10月 1日現在 
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（2）年齢別人口の状況 

本市の人口構成をみると、男女とも 65歳前後のいわゆる第１次ベビーブーム世

代、40歳前後の第２次ベビーブーム世代の人口が多くなっている一方、25歳前後

の人口が極端に少なくなっています。[表２] 

人口構造をみると 65～69歳の人口が最も多くなっており、今後ますます高齢化

が進行していくことが考えられることから、地域の中でお互いに支えあう仕組み

や体制を確立する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、年齢３区分別人口割合の推移をみると、15歳未満の年少人口割合が平成

７年（1995年）の 16.1％から平成 27年（2015年）の 13.9％へと 2.2ポイント減

少している一方、65 歳以上の老年人口割合は平成 7 年（1995 年）の 19.3％から

平成 27 年（2015 年）の 28.4％へと 9.1 ポイント増加しており、少子化・高齢化

が進行しています。[表３] 

 

表２ 砺波市の年齢別人口 

資料：人口移動調査（H27）10月 1日現在 

（人） （人） 
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表３ 砺波市の年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）少子化の進行 

1人の女性が一生涯に産む平均の子ども数を表す合計特殊出生率*を見ると、本

市の平成 25 年の数値は 1.53 であり、国や県をやや上回っているものの、人口を

維持する基準である人口置換水準 2.07を下回っています。[表４] 

少子化の進行は、総人口に占める働き手（労働力人口）の減少や消費需要の減

少、地域コミュニティの衰退などにつながり、経済や生活に大きな影響を及ぼす

ことが懸念されます。 

このため、これからの社会を支える担い手として、子どもを産み育てやすい環

境づくりが求められます。 

 

表４ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（～H22）人口移動調査（H27）各年 10月 1日現在 

資料：人口動態統計 
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（４）家族形態の変化 

富山県は三世代同居率（国 7.1％、富山県 16.1％）が高いこともあり、結婚、

出産後も働き続ける女性が多く、共働き率が全国 5位の 54.7％と高くなっていま

す。 

三世代で同居している世帯は共働き率が高く、祖父母に子どもをみてもらえる

環境が女性の社会進出を後押ししていると言えます。 

本市においては、県平均よりもさらに三世代同居率（22.9％）が高い状況にあ

りますが、低下傾向にあり、単身世帯や核家族世帯が増加しています。[表５] 

少人数の家族だけでは、育児や介護が難しくなっていることから、家族的責任

の意識啓発とともに、多様化する子育てや介護への支援を推進していくことが必

要です。 

 

 

表５ 砺波市の世帯構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（～H22） 
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（５）女性の就業 

平成 22 年（2010 年）の本市の女性の就業率は 53.9％で、富山県の女性の就業

率 49.9％よりも高くなっています。「富山県民は勤勉」と言われていますが、そ

れを裏付けるように女性の就業率は高く、長く働き続ける女性が多くなっていま

す。 

また、労働力率を年齢階級別にみると、男性が 20 歳代後半から 50 歳代までほ

ぼ 90％以上で推移するのに対し、女性は結婚・出産・子育て期に一旦低下し、そ

の後再就職により増加することからＭ字カーブ*を描いています。  

本市は国や県に比べて女性の労働力率は高くなっていますが、やはりＭ字型を

していることから、家事や子育てをしながら就業を続けられる環境を整えること

が必要です。[表６] 

 
 

表６ 年齢階級別労働力率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※労働力率＝（労働力人口（就業者数＋完全失業者数）/15歳以上人口）×100 

資料：国勢調査（H22）  
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【調査の概要】 

  ○調査時期 平成 27年 6月 23日～平成 27年 7月 6日 

  ○調査対象 市内に在住する満年齢 20歳以上の男女 

  ○標本数  1,000人 

  ○抽出方法 住民基本台帳をもとに無作為抽出 

  ○調査方法 郵送配布・郵送回収・インターネット回答 

  ○回収数  425人    

○回収率  42.5％ 

 
（６）市民の意識 ＜男女共同参画に関するアンケート調査＞ 

本市では、平成 27年（2015年）6月に「男女共同参画に関するアンケート調査

（以下「市民アンケート調査」という。）」を実施しました。 

この調査からは、本市における男女共同参画に関する市民の意識や考え方を知

ることができます。 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

【回答者の属性】 

①性別               ②年代 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

③結婚               ④家族構成 
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【固定的な性別役割分担意識】 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方については、全体で「賛成（ど

ちらかといえば賛成を含む）」とする人の割合が 18.6％、「反対（どちらかといえば反対を含む）」

とする人の割合が 67.7％と、「反対（どちらかといえば反対を含む）」が「賛成（どちらかといえ

ば賛成を含む）」を大きく上回っています。 

前回調査（平成 22年度）の「反対（どちらかといえば反対を含む）」の数値(39.9％)と比較す

ると、今回の調査結果は 27.8ポイント上回っていることから、性別による固定的役割分担意

識が少しずつ解消されてきていることがうかがえます。 

また、若い世代ほど、「反対」が多く、年齢が上がるほど「賛成」と考える人が多いことか

ら、年齢層の高い世代への意識啓発を図る必要があります。 

 

 

（％） 
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【男女の平等感】それぞれの分野ごとの男女平等について 

①家庭生活の場              ②地域活動の場 

 

 

 

 

 

 

 

③職場                  ④学校教育の場 

 

 

 

 

 

 

 

⑤政治の場                ⑥法律や制度上 

 

 

 

 

 

 

 

⑦社会通念・慣習・しきたりなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女の平等感については、家庭・地域・職場などで、女性のみならず男性自身も男性の方

が優遇（どちらかと言えば優遇を含む）されていると答える人が多くなっています。 

 また、平等感を前回調査（平成 22年度）と比較すると、家庭生活では 1.4ポイント、地域

活動では 0.7 ポイント上回りましたが、職場では 3.5 ポイント、社会通念等では 1.3 ポイン

ト下回っています。今後とも、特に職場での不平等感の解消が望まれます。 
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【家庭生活】 

男性が女性とともに家事・育児・介護などに積極的に参加していくために必要なこと

について〈複数回答〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夫婦や家族間のコミュニケーションをよく図ること」を必要とする回答が、男女とも最

も多くなっています。家庭内での役割分担の意識を解消し、夫婦間・世代間での支えあいと

協力が求められます。 
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【職業】 

  女性が働き続ける上で、障害になると思われることについて〈複数回答〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性が働き続けるうえで、育児や介護などの家庭の事情が大きな障害となっています。ま

た、働き続けられるための職場の条件・制度が不十分である状況がうかがえます。 
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【ワーク・ライフ・バランス*（仕事と生活の調和）】 

ワーク・ライフ・バランス実現に必要なことについて〈複数回答〉 

 

①企業において 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②行政において 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業においては、「育児・介護休業を取りやすく、復帰しやすい仕組みづくり」など、行政

においては、「育児や介護の施設・サービスの充実」が必要とされているようです。
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【政策・方針決定への参画】〈複数回答〉 

政策・方針決定の場への女性の参画が少ない理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

自治振興会・町内会の役員等、政策・方針決定の場での女性の参画については、まだまだ

少ない状況です。その大きな理由として、「男性優位の組織運営」、「性別役割分担意識」、「女

性の消極性」などが挙げられています。 

男性中心の組織運営を見直すとともに、女性自身が積極的に参画していくことが求められ

ます。 
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【男女共同参画社会の形成】〈複数回答〉 

男女共同参画社会の形成のため、行政が力を入れることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の形成のために、育児や介護などに対する支援、政策や方針決定の場へ

の女性の積極的な登用、職場における男女の均等な取扱いの周知、男女平等に関する教育や

ＰＲなどが行政に求められています。 
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【DV（配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力）の被害経験】 

①殴る、蹴る               ②物を投げつける 

 

 

 

 

 

 

 

③大声でどなる              ④汚い言葉や人格を否定するような言葉でののしる 

 

 

 

 

 

 

 

⑤何を言っても無視する             ⑥金銭的な自由を与えない 

 

 

 

 

 

 

 

⑦性行為の強要 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類別にＤＶの被害者の割合をみると、ほとんどが男性より女性が高い状況です。 

女性での最も多い回答は、前回調査（平成 22年度）と同様の「大声でどなる」となってい

ますが、「何を言っても無視する」、「金銭的な自由を与えない」については、男性のほうが女

性より高い割合となっています。 

ＤＶについては、男女ともに被害経験があることから、今後も継続的に予防啓発をする必

要があります。               



 

 

 

 

第 2 章 

 

 計画の基本的な考え方  
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1 基本理念 
 

男女共同参画の推進にあたっては、「砺波市男女共同参画推進条例（第３条）」

に掲げられた次の６つの事項を基本理念とします。 

この基本理念は、男女共同参画を推進する全ての取組について、必ず考慮され

なければならない重要な視点です。 

 

 

①男女の人権の尊重  

男女は平等であり、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人と

して尊重され、その能力を十分発揮し、多様な生き方を選択できるよう人

権が尊重されること。  

②性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行の見直し  

性別により固定された役割分担を見直し、慣習、制度等が男女の社会に

おける活動の自由な選択を妨げないようにすること。   

③政策又は方針の立案及び決定への男女の共同参画 

市の政策又は事業者等における方針の立案及び決定にあたり、男女が社

会の対等な構成員として共同して参画できる機会を確保すること。   

④家庭生活における活動と社会における活動の両立 

男女が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護等の家庭

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、

職場、学校、地域その他の社会における活動を両立できるようにすること。 

⑤男女の生涯にわたる健康の確保 

男女が互いの性を尊重し、特に女性の身体の特性について十分に配慮す

るとともに、生涯にわたって心身の健康が確保されること。  

⑥国際的協調  

男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接に関係しているこ

とを理解し、国際的協調のもとに行われること。 
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 2 総合目標と将来像 

◆ 総合目標 ◆ 

 

 

 

男女がお互いに支えあい、認めあいながら、心がつながるまちづくりをすすめ、

家庭、地域、職場、学校など様々な分野で、個性と能力を十分に発揮し、誰もが

夢と希望を持って、いきいきと暮らせる砺波市をつくります。 

 

 

◆ 将来像 ◆ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女
ひと

と男
ひと

が ともに支えあい認めあう 心つながるまちへ 

  

 
●家族を構成する個人一人ひとりが互

いに尊重し合い、協力し合っていま

す。 
●固定的な役割分担に捉われず、多様

な価値観による「家族の在り方」が

大切にされています。 
●仕事と家庭がバランスよく生活でき

る環境が形成され、男女がともに子

育てや教育に参加しています。 

●性別による不当な差別や人権侵害が

なく、互いに尊重し合い、一人ひとり

の個性や能力が発揮されています。 

●女性の政策・方針決定の過程への参画

が拡大され、多様な人材が活躍してい

ます。 

●仕事とプライベートのバランスがと

れ、創造性豊かで生産効率の高い職場

環境が整備されています。 

●男女が主体的に地域活動に参加し、

ともに協力し合っています。 
●多様な価値観を持つ人との交流が盛

んに行われ、互いを認め合い、尊重

し合うことができています。 

●コミュニティを大切にして住みよい

環境がつくられています。 

職 場（学校） 地 域 

家 庭 
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３ 基本目標 

 

「砺波市男女共同参画推進計画（第３次）」を策定するにあたり、基本理念等を

踏まえ、４つの基本目標を掲げます。 

 

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

男女共同参画社会を実現するためには、男女共同参画について正しく理

解し、固定的な性別役割分担意識を解消し、男女がともに協力し支えあっ

ていく男女共同参画の意識づくりが重要です。男女共同参画の具体的な課

題解決につながる広報・啓発、教育・学習に積極的に取り組みます。 

 

Ⅱ  男女共同参画を実践できる就労環境づくり 

働きたい女性が活躍、参画できる就労環境のためには、男女がともに働

き方を見直し、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や男性の

子育て・介護等への参画が必要です。男女がともに仕事と家庭や地域生活

との両立、多様な生き方が選択でき自己実現ができるような就労環境づく

りを進めます。 

 

Ⅲ  あらゆる分野における女性の参画拡大 

女性の活躍が進むことは、男女がともに暮らしやすい社会の実現につな

がることから、あらゆる分野で女性が対等な立場で参画し、個性を発揮で

きることが重要です。政策・方針決定過程への女性の参画を進めるととも

に、職場、地域、防災活動等のあらゆる分野において、女性が自分の意思

によって参画できるようなまちづくりを進めます。 

 

Ⅳ  男女共同参画社会に向けた安全・安心な暮らしの実現 

男女が互いの人権や性の違いを尊重し、健やかで心豊かに暮らせるよ 

う、人権侵害となるあらゆる暴力の根絶に向けて取り組みます。また、年

齢や性別、障害の有無にかかわらず、全て人が自立し、安心して暮らせる

環境づくりを進めるとともに、生涯を通じた健康支援を行います。 
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４ 重点的取組事項 
 
基本目標を踏まえ、次の４つを重点的取組事項として推進します。 

 

① 夫婦・世代間の協力による男女共同参画の推進 

男女共同参画社会の実現のためには、固定的な性別役割分担意識や慣行の

見直しが不可欠であることから、まずは家庭から、そして身近な生活の場で

ある地域においても、男女がともに協力し支えあっていく男女共同参画の意

識づくりが求められています。 

砺波市は、三世代同居率が高く地域コミュニティのつながりが強いことか

ら、その特長を生かし、世代間の理解を深め、多世代同居や近居といった形

態の中で、できるだけお互いに協力し助け合う意識を啓発します。 

 

② 働く人のワーク・ライフ・バランスの推進 

働く女性が増加する一方、М字カーブ問題等がいまだに解決されていない

中で、働きたい女性が、仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られることな

く働き続け、その能力を十分に発揮できるよう、長時間労働の削減や生産性

の向上に向けた効率的な働き方を促進することが必要です。 

男女がともに健康で、地域活動や趣味などを通して、いきいきと安心して

暮らしていくために、仕事と生活の調和の推進に取り組みます。 

    

③ 女性の活躍の推進 

人口減少社会の中で、日本の持続的成長を実現し、社会の活力を維持して

いくためには、最大の潜在力である「女性の力」の発揮が不可欠です。 

「女性の力」の発揮は、企業活動、行政、地域社会、防災等の現場に多様

な視点や創意工夫をもたらすとともに、社会の様々な課題の解決を主導する

人材の層を厚くし、女性のみならず、全ての人にとって暮らしやすい社会づ

くりにつながることから、政策・方針決定過程への女性の参画を促進します。 

 

④ 男女間のあらゆる暴力（ＤＶ）の防止 

ＤＶは、犯罪となる行為を含む最も重大な人権侵害であり、男女が平等で

互いの尊厳を重んじ、対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の実現を

大きく阻害するものです。 

ＤＶやストーカー行為などについて、認識を深め、相談体制の強化を図り、

加害者にも被害者にもならずに安全・安心な生活ができる環境づくりを進め

ます。 
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男女共同参画社会

の実現 に向 けた  

意識づくり 

 

 

男女共同参画を  

実践 できる就 労  

環境づくり 
 

※「女性活躍推進法」に 
定める推進計画 

 

 

あらゆる分 野 に 

おける女性の参画

拡大 

 

５ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女 ひ
と

と
男 ひ

と

が 

と
も
に
支
え
あ
い
認
め
あ
う 
心
つ
な
が
る
ま
ち
へ 

 

基本目標Ⅰ 

 

（1）男女共同参画意識の 

普及 

（2）家庭や地域における 
男女共同参画の推進 

【重点取組】 

 

 （3）国際化の中での男女 

共同参画の理解と 

協調 

基本目標Ⅱ 

 

基本目標Ⅲ 

 

 

男女共同参画社会

に向けた安全・安心

な暮らしの実現 
 

※「ＤＶ防止法」に 
定める基本計画 

 

基本目標Ⅳ 

 

（1）男女のワーク･ライフ 
･バランス（仕事と生活
の調和）の推進 

【重点取組】 

 

（2）職業生活における 

女性の活躍の推進 

（3）多様な働き方を選択 

できる体制づくり 

（1）政策・方針決定過程へ 
の女性の参画の促進 

【重点取組】 
 

（2）地域活動における女性 

の活躍の推進 

（4）防災・災害時における 

女性の参画の促進 
 

（2）男女間のあらゆる暴力 
の根絶 

【重点取組】 

 

（1）男女の人権の尊重 

（4）生涯を通じた心と身体 

の健康支援 

（3）誰もが安心して暮らせる  

支援体制づくり 

①固定的な性別役割分担意識・慣行の見直し
や機運づくり 

②男性にとっての男女共同参画の意識づくり 
③子どもや若い世代に対する男女共同参画  
意識の醸成 

①男女共同による家事・育児・介護の推進 

②世代間協力による男女共同参画の推進 

③地域活動等における男女共同参画の推進 

①外国人との協調による男女共同参画の推進 
②地域における外国人との共生 

①働き続けやすい環境の整備促進 
②仕事と家庭・地域生活の両立に向けた働く
場への支援の充実 

 

①希望に応じた多様な働き方の実現に向けた

支援 
②雇用の場における均等な機会と待遇の確保 

①多様なニーズに応じた子育て支援の充実 
②仕事との両立に向けた介護・生活支援の  
充実 

 
①審議会等の女性委員選任の促進 
②行政における女性職員の育成と管理職への
登用 

③企業に向けた指導的地位の女性登用啓発の
推進 

①地域コミュニティにおける女性活動への  
支援 

②地域で活動しやすい環境づくりや人材の育成  

①女性の参画支援とリーダーの育成 
②女性の働きやすい環境整備と経営参画の 
促進 

（3）農林業・商工業等に 

おける女性の参画の促進  

①男女共同参画の視点での防災体制の確立 

①男女の人権を守る啓発の促進 
②人権尊重に基づいた相談体制づくり 

①あらゆる暴力を防ぐ環境・意識づくり 
②相談体制・サポート体制の整備と周知 
③安全で安心な保護と自立への支援 
④関係機関との連携と協力体制づくり 

①高齢者の自立と生きがいづくりの推進 
②障がい者・ひとり親家庭等の自立支援 

①生涯を通じた男女の健康保持・増進 

②妊娠・出産期における健康支援 

 

基本目標 総合目標 重点課題 主  要  施  策 
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・社会通念・慣習・しきたりなどで男女が「平等」であると思う市民の割合 11.3％ 15.0％  

・学校教育の現場で児童・生徒の扱いに関して男女平等であると思う市民の割合 53.4％ 65.0％   

 

・家庭において男女が「平等」であると思う市民の割合 28.9％ 32.0％   

・三世代同居率  22.9％（Ｈ22）  22.9％ 

・市ボランティアセンター登録人数（個人+団体） 5,280人 
（12月末） 

6,000人   

 

・民間企業における男性の育児休業取得率  1.8％（Ｈ23） 5.0％   

・市職員の年次有給休暇取得率  34.0％ 60.0％ 

 

・職場において男女が「平等」であると思う市民の割合 20.0％ 27.0％   

・女性の就業率（30～39歳）  77.1％（Ｈ22）  80.0％ 

 

・ファミリーサポートセンター登録者数  167人（Ｈ26） 200人 

・子育て支援センター利用者数  43,896人（Ｈ26） 50,000人 

・認定こども園の設置数  1施設 6施設 

 

・市の審議会等における女性委員の割合 24.2％ 30.0％   

・市（企業会計を除く。）における女性管理職の登用率（うち一般行政職） 27.4％  30.0％ 

・民間企業における女性管理職（係長以上）の登用率  15.3％（Ｈ23）  25.0％ 

 

・地域活動において男女が「平等」であると思う市民の割合 25.4％ 29.0％   

 

・農業委員会に占める女性委員の数  3人／27人 4人／27人 

 

・防災会議における女性委員の数  2人／36人 3人／36人 

・女性消防団員加入率（全体に占める女性団員の割合） 8.4％ 8.5％    

 

・人権啓発活動回数  4回／年 5回／年 

 

・民生委員児童委員、男女共同参画推進員等を対象としたＤＶ防止講座の受講人数 40人 80人 

・若年層を対象としたＤＶ防止セミナーの受講人数  475人 525人 

 

・高齢者学級（21 地区）参加述べ人数  6,057人／年 
（Ｈ26） 

6,220人／年 

・一般介護予防事業（いきいき百歳体操）取組グループ数  14グループ 
（12月末） 

100グループ 

 

・妊婦健康診査平均受診回数  12.2回（H25） 12.6回 

・不妊治療費助成者数  74人／年（H26） 120人／年 

・乳がん検診受診率 31.1％（H26） 50.0％ 

・子宮がん検診受診率 32.2％（H26） 50.0％ 

成  果  指  標 現状（H27） 目標（H32） 
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重点課題（１）男女共同参画意識の普及 

 

 

       

  

現状と課題 

男女平等に対する考えについては、市民アンケート調査によると、「男性の方が優遇され

ている（「どちらかといえば、男性の方が優遇されている」を含む。）」と答えた人の割合が、

「社会通念・習慣・しきたりなどで」において 73.4％と高い結果となっています。 

特に、男性においては共同参画意識を持って実践している人がいる一方、全体としては

十分に浸透しておらず、「男女共同参画」を理解し、意識として持っているものの、実行に

移せない、生活にまで浸透していない状況にあります。 

男女が互いに尊重しつつ個性と能力を発揮する社会の実現には、まず男女共同の趣旨の

理解に努め、身の回りの固定的な性別役割分担意識を認識し、一つひとつ見直していく必

要があります。 

そのため、意識の向上を重点として、意識を行動に変化するまで高められるような実効

性を重視した取組の強化が必要です。 

 

施策の方向 

  男女共同参画の正しい理解を促すため、様々な機会を活用した情報提供や普及イベン

ト、講座などの意識啓発の機会を設けるとともに、市民との協働による普及事業などに取

り組みます。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

社会通念・慣習・しきたりなどで男女が「平等」

であると思う市民の割合 
11.3％ 15.0％ 

学校教育の現場で児童・生徒の扱いに関して男女

平等であると思う市民の割合 
53.4％ 65.0％ 

基本目標Ⅰ  
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【主要施策①】固定的な性別役割分担意識・慣行の見直しや機運づくり 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

１ 

市民への男女共同参画に

関する意識啓発 

継続 

男女共同参画推進員*と連携し、

「男女共同参画推進のつどい」を

開催するとともに、各地区による

推進活動を通して、男女共同参画

に対する意識啓発を図る。 

企画調整課 

２ 

男女共同参画推進のため

の情報提供 

拡充 

男女共同参画に関する様々な情

報をホームページ等において発

信するとともに、啓発誌を発行

し、男女共同参画の理解と認識を

深める。 

企画調整課 

３ 

男女共同参画に関する情

報の収集と提供 
継続 

男女共同参画に関する図書・情報

コーナーの設置をし、資料等の収

集と提供を行う。 

企画調整課 

図書館 

４ 

男女共同参画推進のため

の調査・研究 
継続 

市民の意識を把握し、効果的な意

識啓発を図るため、市民や企業等

に向けてアンケート調査を実施

する。 

企画調整課 

【主要施策②】男性にとっての男女共同参画の意識づくり 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

５ 

男性向け男女共同参画セ

ミナーの開催 
新規 

男性を対象として、家庭や職場で

の男女共同参画をテーマにした

出前講座や講座等の学習の機会

を提供し、意識の向上に努める。 

企画調整課 

6 

イクメン*・カジダン*推進

に向けての周知啓発 
継続 

育児や家事をしている男性の活

躍の事例を積極的に広報紙等で

紹介する。 

企画調整課 
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【主要施策③】子どもや若い世代に対する男女共同参画意識の醸成 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

7 

保育所・幼稚園・学校の教

職員の研修の充実 

継続 

幼児期から児童期への発達や学び

の連続性を重視し、保育所・幼稚園・

小・中学校の教員を対象とした男女

平等の意識づくりを目的とした研

修会を開催して、共通理解を図る。 

教育総務課 

こども課 

8 

学校での男女共同参画に

関する学びの推進 

継続 

小・中学校において「男女の平等」

の指導を充実するとともに、衣食住

にかかわる生活能力の育成、家庭生

活における家族の協力について理

解を図る。 

教育総務課 

9 

個性を生かした指導の推

進 

継続 

学校の指導計画に基づき、職業教育

を推進し、社会に学ぶ「14 歳の挑

戦」や「職業調べ」を継続的に実施

して、性別にかかわりなく個性・能

力が尊重される教育や進路指導を

行う。 

教育総務課 

１0 

子どもや若い世代に合っ

た男女共同参画学習の充

実 新規 

小・中学生や高校生が、乳幼児とふ

れあう体験や男女の体についての

理解、家庭の役割などを学習する機

会を設ける。 

教育総務課 

こども課 

11 

婚育事業等と連携した男

女共同参画に関する意識

啓発 新規 

結婚への意識を高めるために開催

する婚育セミナー等において、男女

交際から結婚後の家庭の在り方な

どについて男女共同参画の視点か

ら考える機会を提供する。 

企画調整課 
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重点課題（２）家庭や地域における男女共同参画の推進   

【重点取組】 

 

 

  

現状と課題 

本市に多い三世代同居については、家族で様々なことが協力できて良いと捉える一方、世代

間で生活様式や男女の役割意識の違いがあり、男性の家事等への参画が進みにくいという傾向

が見られます。また、家庭生活においては、女性の就業率が高いにもかかわらず、女性が多く

の家事を担っている現状があります。近年、核家族が増えつつある中、個人や身近な家族だけ

の力では、育児や介護が難しくなっている場合もあります。 

このため、世代間の理解を深め、多世代同居や近居といった形態の中で、できるだけ協力し

助け合える取組を進めるとともに、性別に関係なく、家族全員が家事・育児・介護等に積極的

に参加するような意識づくりをする必要があります。 

また、地域においては、高齢化の進行、単身世帯の増加等の様々な変化が生じており、今後、

男女が共に担わないと地域コミュニティの衰退が懸念されます。 

市民やＮＰＯなどの様々な団体の地域活動への幅広い参画を促すとともに、地域の方針決定

の過程における女性の参画を進め、男女がともに支えあう地域づくりを進めることが必要で

す。 

 

施策の方向 

家庭の中で、性別にかかわりなく、主体的に家事や育児・介護等に参加できるよう、各種講

座等の開催や世代間協力に対する意識啓発を図り、男女が家族の構成員として対等な立場で責

任を担う家庭環境づくりを推進します。 

また、活力ある地域づくりのため、男女がともに支えあい、主体的な男女共同参画への取組

や活動を促進するとともに、地域を支えるボランティアや地域活動等における男女共同参画を

支援します。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

家庭において男女が「平等」であると思う市民の

割合 
28.9％ 32.0％ 

三世代同居率 22.9％（Ｈ22） 22.9％ 

市ボランティアセンター登録人数（個人+団体）  5,280 人（12 月末） 6,000 人 
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【主要施策①】男女共同による家事・育児・介護の推進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

12 

父親の子育て意識の擁立 

継続 

パパママクラスを開催し、父親

が家庭で果たす役割を明確にし

て、積極的に子育てにかかわる

意識の醸成と育児参加を促す。 

企画調整課 

健康センター 

13 

男性の家事労働を支援す

る取組の実施 
継続 

男性の料理教室の実施を通し

て、男性の生活の自立と、家事を

男女ともに担える環境づくりを

支援する。 

企画調整課 

学校給食セン

ター 

健康センター 

14 

性別によらない介護・看護

の意識づくり 
継続 

性別によらない介護・看護の意

識づくりのため、介護者教室を

開催し、性別や世代を問わず、介

護に関する知識の啓発を行う。 

企画調整課 

地域包括支援

センター 

【主要施策②】世代間協力による男女共同参画の推進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

15 

世代間協力を深める学習・

教育の推進 

 

 

 

新規 

三世代同居家族における世代間

の協調のため、保育所・幼稚園や

小・中学校等において、父母・祖

父母を対象に、子育てや家族の

役割分担等について理解する機

会を設ける。 

教育総務課 

こども課 

16 

夫婦や家族全員で家事や

育児に協力し合う意識づ

くり 

新規 

保育所・幼稚園・子育て支援セン

ターや小・中学校等において、乳

幼児期・学童期・思春期等、子ど

もの各成長期における子育ての

課題や悩みの解消など、家庭で

の子どもや孫との関わり方につ

いて学ぶ機会を設ける。 

教育総務課 

こども課 

【主要施策③】地域活動等における男女共同参画の推進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

17 

地域活動の場での男女共

同参画の啓発 
継続 

公民館や自治会等の地域活動が

行われている場を活用し、男女

共同参画を積極的に推進する。 

企画調整課 

総務課 

生涯学習・スポ

ーツ課 

18 

ボランティア活動におけ

る参画の促進 

継続 

「市民１人１ボランティア」をス

ローガンに、だれもが参加しやす

いように情報提供の充実を図ると

ともに、あらゆる世代の男女の主

体的な参画を促進する。 

企画調整課 

社会福祉課 
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現状と課題 

本市に住んでいる外国人は 476 人(平成 27 年 10 月 31 日現在の外国人登録者)となって

います。国際社会の一員として、男女共同参画の先進国の人々に学ぶとともに、同じ市民

として国籍や文化の違いを超え、人権を尊重しながら、男女共同参画を進めていく必要が

あります。 

  

施策の方向 

男女共同参画社会の実現に向けて、広報・啓発活動を通して国際協力に対する理解と関

心を深めるとともに、各種国際交流事業を促進し、市民の国際感覚の向上や相互理解の推

進、日常生活の情報提供など、本市に住む外国人が安心して暮らせるように努めます。 

 

【主要施策①】外国人との協調による男女共同参画の推進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

19 

国際的な視野を持つ子ど

もの育成 
継続 

姉妹・友好都市との交流事業や、

中学生の相互訪問事業を実施

し、国際的な視野を持つ子ども

の育成と国際理解を推進する。 

企画調整課 

生涯学習・スポ

ーツ課 

20 

国際交流員の設置 

継続 

児童・生徒の異文化理解と国際

感覚の養成を図るため、国際交

流員を設置する。 

企画調整課 

【主要施策②】地域における外国人との共生 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

21 

市内在住外国人との交流

機会の充実 継続 

日常生活において、市内在住外

国人との交流の機会を作り、地

域交流に努める。 

企画調整課 

22 

国際アドバイザーの設置 

継続 

外国人にも暮らしやすく温もり

のある地域づくりのため、設置

している国際アドバイザーにつ

いて周知を図り、行政サービス

に関する情報提供や生活相談を

行う。 

企画調整課 

23 

公共サイン*の整備 

継続 

外国人のための公共サインの整

備を図り、安心して生活できる

環境づくりに努める。 

土木課 

都市整備課 

重点課題（３）国際化の中での男女共同参画の理解と協調 
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重点課題（１）男女のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

【重点取組】 

 

 

 

  

 

現状と課題 

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児、

近隣との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことができないものです。しかしながら、

現実には、仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや介護との

両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。 

その両立のためには、長時間労働の削減等による働き方の改革を促進し、家族の理解と

協力のもと、仕事も家事もバランスよく負担しあい、職場、家庭、地域などで多様な生き

方が選択できる「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」を実現していく必要が

あります。 

アンケート調査によると、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の実現に

必要なことについて、市民企業においては、「育児・介護休業を取りやすく、復帰しやすい

仕組みづくり」が 66.8％と最も高く、男女別にみると、女性は「育児・介護などによりい

ったん退職しても復帰できる再雇用制度の充実」が 59.4％と男性に比べて高くなっていま

す。 

このことから、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の実現のためには、

家族の協力だけでなく、職場内の理解、制度の充実が不可欠です。働き続けたい人が、自

分の年齢や状況に応じて、多様な働き方を選択できる体制づくりが必要です。 

  

施策の方向 

男女がともに健康で、ライフイベントに対応できる柔軟な働き方を実現するため、男性

中心型労働慣行等の見直しを図り、長時間労働を削減し、家事・育児・介護等に女性のみ

ならず男性も積極的に参画できる環境整備を推進します。この取組は、企業との連携が重

要であり、ワーク・ライフ・バランスの必要性や取組方法を啓発するとともに、取組を進

める企業に対する支援を行い、多様な働き方が可能な職場環境の実現を目指します。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

民間企業における男性の育児休業取得率 1.8％（Ｈ23） 5.0％ 

市職員の年次有給休暇取得率 34.0％ 60.0％ 

基本目標Ⅱ  
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【主要施策①】働き続けやすい環境の整備促進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

24 

ワーク・ライフ・バランス

の理解の推進 

継続 

男女が安心して働けるよう、仕事

と生活の調和の実現に向けて、広

報紙やセミナー等を通して、市民

のワーク・ライフ・バランスへの

理解を深める。 

企画調整課 

25 

法制度を含めたワーク・ラ

イフ・バランスの実践と周

知 継続 

事業主と就労者に対し、育児・介

護休業法などの法制度の周知及

び、短時間労働勤務制度などの理

解を図るなど、ワーク・ライフ・

バランスの実践を推進する。 

企画調整課 

総務課 

商工観光課 

26 

次世代育成支援対策行動

計画（一般事業主行動計画＊）

の策定の促進 
継続 

50 人以下の企業等に、次世代育

成支援対策行動計画（一般事業主

行動計画）の策定及び実行を促進

する。 

商工観光課 

こども課 

27 

男性の意識と職場風土の

改革 
新規 

管理職を含めた企業トップの意

識改革に向けた啓発を行い、仕事

と家庭生活の両立しやすい職場

づくりを推進する。 

企画調整課 

28 

男性の子育てと仕事の両

立ができる職場環境づく

り 
拡充 

企業等に向けて、ワーク・ライフ・

バランスの必要性や、育児・介護

休暇制度及び短時間労働勤務制

度の啓発を行い、男性の子育てと

仕事の両立ができる職場環境づ

くりを促進する。 

企画調整課 

商工観光課 

【主要施策②】仕事と家庭・地域生活の両立に向けた働く場への支援の充実 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

29 

働く場への子育て支援情

報の提供 
拡充 

広報紙等を通じて、就労者のため

の子育て支援制度の紹介や次世

代育成環境整備など、企業へ情報

提供する。 

企画調整課 

商工観光課 

30 

均等・両立推進優良企業の

紹介と表彰制度の実施 

拡充 

仕事と家庭・地域生活の両立に向

けての取組を企業等へ啓発する

ため、両立推進に取り組んでいる

企業等を紹介する啓発冊子を作

成するとともに、優良企業を市で

表彰する。 

企画調整課 

商工観光課 

31 

公共調達における男女共

同参画社会に貢献する制

度評価の導入 新規 

企業等における男女共同参画の

取組を促進するため、市事業の入

札参加資格審査に当たって、男女

共同参画の視点を持った評価項

目を設定する。 

財政課 
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重点課題（２）職業生活における女性の活躍の推進 

 

  

現状と課題 

富山県は、女性の就業率が全国に比べて高い傾向がありますが、出産を機に女性の常勤

者の約 5割が離職しており、その理由として 3割近くが就労を希望しながらも仕事と育児

の両立が難しいことにあります。結婚や出産、育児といったライフステージによって、女

性の働き方の希望は変化しますが、いったん仕事を辞めても、子どもが育つにつれて就労

を希望する女性は多いものの、希望に沿った再就職は難しい状況にあります。 

「男女雇用機会均等法」の施行から 30年が経ち、平成 27年（2015年）に「女性活躍推

進法」が施行されました。この法律は、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もう

とする女性の個性と能力が十分に発揮されることを重要視し、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としています。 

そのためには、働く意欲のある女性が就労でき、その能力を十分に発揮して、いきいき

と働き続けられる環境整備の必要があります。 

また、今後、労働力人口が減少する中で、性別や年齢等を問わず、多様な個性と能力を

持つ人材が職場で力を発揮することは、企業活動の活性化につながります。事業主、就労

者双方に対して、関係機関と協力してできるだけきめ細かい普及啓発やスキルアップ機会

の充実等を図り、自らの希望により、働く又はこれから働こうとする全ての女性が、力を

発揮して働ける職場環境づくりを進めていく必要があります。 

 

施策の方向 

男女が職場において性別による差別を受けることなく、能力発揮の機会や待遇等が均等

に確保される職場環境の整備を推進するため、事業主及び就労者に対し、労働に関する各

種制度の周知を図ります。また、子育て等により一度職を離れた女性の再就職や起業に向

けた支援、情報提供の充実を図ります。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

職場において男女が「平等」であると思う市民の

割合 
20.0％ 27.0％ 

女性の就業率（30～39歳） 77.1％（Ｈ22） 80.0％ 
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【主要施策①】希望に応じた多様な働き方の実現に向けた支援 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

32 

女性のスキルアップ機会

の充実 

継続 

出産や育児を機に仕事を離れた

た後、就職を希望する人に対し、

ママの就活応援プロジェクト事

業など、再就職のためのスキル

の習得に対する支援を行う。 

企画調整課 

商工観光課 

33 

就業等を支援する相談体

制の充実 
継続 

再就職、在宅ワーク、短時間勤務

など、希望する働き方に応じた

相談体制の充実を図り、情報提

供を推進する。 

企画調整課 

商工観光課 

34 

働く女性のための情報誌

を活用した啓発 

新規 

女性が職業生活と家庭生活を両

立するために、子育てに関する

情報やリフレッシュできる情報

などを掲載した情報誌等を活用

した啓発を行う。 

企画調整課 

商工観光課 

【主要施策②】雇用の場における均等な機会と待遇の確保 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

35 

男女雇用機会均等に関す

る周知徹底 継続 

「男女雇用機会均等法」の遵守

について周知するとともに、実

態把握に努める。 

企画調整課 

商工観光課 

36 

非正規雇用労働者の処遇

改善 

継続 

パートタイム労働者の雇用環境

の整備や公正な待遇の実現に向

けて、パートタイム労働法の周

知及び啓発に努め、非正規雇用

労働者の処遇改善を図る。 

企画調整課 

商工観光課 

37 

ハラスメントのない職場

の実現 

拡充 

職場における、セクシュアルハ

ラスメントや妊娠・出産等によ

る不利益な扱い（マタニティハ

ラスメント＊）を防ぐため、事業

主に対して周知指導を徹底す

る。 

企画調整課  

総務課 

商工観光課 

38 

出産後の職場における待

遇の確保 

新規 

産前・産後休暇及び育児休業後、

女性労働者が休暇前と変わらず

勤務できるよう、復職しやすい

環境づくりと待遇確保などの普

及啓発を行う。 

企画調整課  

商工観光課 
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重点課題（３）多様な働き方を選択できる体制づくり 

 

  

現状と課題 

少子・高齢化が進む中、本市においては核家族世帯やひとり親家庭の増加や共働き世帯

が増えています。そのような中で、子育てや介護における様々な保育・介護サービスが活

用でき、安心して働き続けられる環境が整っていることは、女性のより一層の社会参加の

促進や男女がともにいきいきと働くために、たいへん重要なことです。 

市民アンケート調査の結果では、男女共同参画社会を形成していくために行政が力を入

れるべきことについて、「保育施設、育児サービス、高齢者や病人の施設や介護サービスの

充実」が最も多い回答となっており、仕事と育児・介護等の両立を地域全体で支えていく

体制づくりが求められています。 

今後、ライフスタイルの多様化などにより、保育・介護ニーズは一層高まることが予想

されます。働きながら、無理なく育児・介護ができるよう、多様なニーズに対応する保育

サービスや介護・福祉サービスなどの支援体制の充実を進める必要があります。 

 

施策の方向 

ライフスタイルの多様化に対応した保育環境や相談体制の充実を図ります。 

また、介護保険制度をはじめとした地域全体で高齢者を支える包括的・継続的ケア体制

の強化を図ります。 

保育・介護ニーズは一層高まることが予想されることから、働きながら無理なく育児や

介護ができるよう、仕事との両立支援を推進します。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

ファミリーサポートセンター登録者数 167 人（H26） 200 人 

子育て支援センター利用者数 43,896 人（H26） 50,000 人 

認定こども園の設置数 1 施設 6 施設 
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【主要施策①】多様なニーズに応じた子育て支援の充実 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

39 
ニーズに対応した保育事

業の実施 
継続 

一時預かりや延長保育を実施す

るとともに、休日保育の拡大、病

児・病後児保育*の実施など多様

なニーズに応じた保育サービス

の充実を図る。 

こども課 

40 
認定こども園*等の保育施

設の整備 
新規 

保育所と幼稚園の統合などによ

り、幼保連携型認定こども園を

設置し、保育の希望に対応でき

る環境を整備する。 

こども課 

41 放課後児童クラブ*の充実 継続 

保護者の仕事と子育ての両立支

援のため、放課後において留守

家庭の小学生を対象とした放課

後児童健全育成事業の充実を図

り、安全で安心な児童の活動拠

点のほか、地域住民や他学年の

児童との交流の場を整備する。 

こども課 

42 
ファミリー・サポート・セ

ンター*の充実 
継続 

ファミリー・サポート・センター

事業の充実を図り、安心して仕

事と子育ての両立ができるよ

う、積極的に地域における子育

てを支援する。 

こども課 

43 育児相談体制・機能の充実 継続 

ファミリー・サポート・センター

や子育て支援センターにおい

て、職員研修や情報交換等を行

い、子育てに関する相談や指導、

地域における子育て家庭の支援

を行う。 

こども課 

44 子育て情報の提供 新規 

子育て情報を集約し、ガイドブ

ックやインターネット等によ

り、子育て支援のための適切な

情報提供を行う。 

こども課 

健康センター 

45 育児サークルの育成・支援 新規 

子育て中の親等の交流や情報交

換を目的とする自主的な育児グ

ループを支援する。 

こども課 

46 
病児・病後児保育事業の実

施 
拡充 

保護者の継続的な就労等を支援

するため、病気・ケガの回復期の

子どもや回復期に至っていない

病中の子どもに対して、病児・病

後児保育事業を実施する。 

こども課 
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【主要施策②】仕事との両立に向けた介護・生活支援の充実 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

47 

地域包括支援センター*の

運営 

継続 

地域住民の福祉サービスに関す

る相談を総合的に受付け、相談

内容に応じて、関係機関等の支

援や制度が利用できるように援

助する。 

地域包括支援

センター 

48 

家族介護の相談支援の強

化 

継続 

在宅で介護を担う人の負担軽減

が図られるよう、介護サービス

の内容充実を図るとともに、介

護を担う悩み等の相談体制を強

化する。 

高齢介護課  

地域包括支援

センター 

49 

介護従事者等の人材育成 

継続 

認知症サポーターの養成や介護

従事者の育成を強化する。 

高齢介護課 

地域包括支援

センター 

50 

介護サービスの周知 

継続 

介護保険や生活支援サービスを

周知するため、啓発誌や広報紙

等で情報提供を図る。 

高齢介護課 
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重点課題（１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進 

【重点取組】 

 

 

 

  

現状と課題 

近年、女性の社会進出は進んでいるものの、依然として政策・方針等を決定する役割は

男性が中心となっています。男女共同参画による調和のとれた社会を実現するためには、

女性と男性が対等な社会の構成員として、行政、地域、職場など様々な場において政策・

方針決定に参画し、積極的に女性の意見を反映させるとともに、社会づくりに責任を持っ

てかかわっていくことが重要です。  

本市の審議会等における女性委員の割合をみると、平成 27 年（2015 年）までの目標と

して 30％を掲げてきましたが、審議会によっては女性の参画が進みにくい分野もあり、平

成 26年度末現在では 24. 2％と県内平均を下回っています。政策・方針決定過程への女性

の参画を図るには、市民の意見を取り入れる審議会、協議会、委員会など委員の選出方法

（充て職の見直し、公募の活用等）を検討する必要があります。 

 

施策の方向 

 あらゆる分野での政策・方針決定過程における女性の参画が進むよう、公的な分野から

取組を進め、まずは行政が率先して積極的改善措置（ポジティブアクション*）により女性

の参画拡大を図ります。 

また、事業者等に向けては、指導的地位に女性を登用するなど、女性の管理職登用や活

躍促進に向けた働きかけを積極的に行います。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

市の審議会等における女性委員の割合 24.2％ 30.0％ 

市（企業会計を除く。）における女性管理職の 

登用率（うち一般行政職） 
27.4％ 30.0％ 

民間企業における女性管理職（係長以上）の 

登用率 
15.3％（H23） 25.0％ 

基本目標Ⅲ  
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【主要施策①】審議会等の女性委員選任の促進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

51 

市審議会等への女性の参

画促進 
継続 

市が設置する審議会等への女性

の割合を向上させるため、審議会

の新設や委員の改選時に、積極的

な女性委員の選任促進を図る。 

関係各課 

52 

充て職の見直しや公募制

の拡充 

継続 

女性の登用促進に関し、充て職の

見直しや公募制を拡充するなど、

毎年定期的に、庁内関係課等にお

いて審議会等における女性の参

画促進の強化を図る。 

企画調整課 

総務課 

関係各課 

53 

審議会等女性委員の参画

状況調査・公表 継続 

審議会等の女性委員の参画状況

を毎年調査し、公表する。 

企画調整課 

【主要施策②】行政における女性職員の育成と管理職への登用 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

54 

行政運営への女性の参画

の推進 
継続 

性別にとらわれない配置や職務

分担を行うとともに、女性職員の

管理職等への登用を積極的に推

進する。 

総務課 

55 

市の女性職員の能力開発 

拡充 

女性職員のキャリア形成につな

がる意識啓発の研修等の開催や、

能力向上のための外部研修へ職

員を積極的に派遣する。 

総務課 

56 

女性管理職の育成のため

の機運の醸成 
新規 

女性管理職が活躍しやすい職場

づくりに向け、女性管理職の育成

や管理職登用をテーマとした研

修を行う。 

総務課 
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砺波市の審議会等における女性委員の割合の推移 （各年３月３１日現在） 

資料：企画調整課 
「砺波市における各種審議会等への女性の公職参加状況調査」 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２２年 Ｈ２３年 Ｈ２４年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年 

21.2％ 23.1％ 24.9％ 23.6％ 22.7％ 24.2％ 

  

【主要施策③】企業に向けた指導的地位の女性登用啓発の推進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

57 

働く女性の活躍推進の啓

発 

新規 

指導的地位の女性の登用促進の

ため、事業主に対して、女性の特

性を生かし、いきいきと働く女性

の事例を紹介するなど、啓発冊子

等を配布する。 

企画調整課 

58 

事業主に向けた女性が働

きやすい職場環境づくり

の推進 新規 

企業等への訪問や啓発冊子等の

配布による事例紹介等を通して、

優良事業所のＰＲを図り、女性が

生きがいを持って働ける職場環

境づくりを推進する。 

企画調整課  

商工観光課 

59 

女性の活躍推進企業の認

定・表彰制度の実施 
新規 

女性がいきいきと活躍できるよ

うな取組をしている企業を認定・

表彰するなど、企業における女性

の活躍を支援する。 

企画調整課 

商工観光課 
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重点課題（２）地域活動における女性の活躍の推進 

 

  

現状と課題 

少子・高齢化に伴う人口減少が進み、自治会の維持や活性化が課題となってくる中、地域の

自治活動において女性が実務を担うことが多い一方、会長などの代表になることは少なく、女

性が自治活動の方針決定に中核的な役割を果たしているとは言えない状況にあります。また、

組織の会員の固定化や高齢化により活動が停滞するなどの状況もあり、様々な立場や年代の女

性が、地域の自治活動に積極的に参加していくための素地づくりが大切です。 

市民アンケート調査結果によると、地域活動の場においては「男性の方が優遇されている

（「どちらかといえば、男性の方が優遇されている」を含む。）」と答えた人の割合は 57.0％、

男女が平等と感じている方は 25.4％と低い結果となっていることから、地域においても女性の

参画の推進に取り組む必要があります。 

こうした状況を踏まえ、地域ぐるみで女性の活躍を推進し、女性がその地域に魅力を感じ、

居場所を見出し、定住することにつながっていく好循環を地域で創り出していくことや、男女

共に多様な個性と能力をもつ人材が、社会のあらゆる活動に積極的に参加して意思決定に主体

的にかかわり、自主的な活動ができるように働きかける必要があります。 

 

施策の方向 

 女性団体等の育成・活動支援や各種講座等を通して女性リーダーの育成に努め、地域活

動において男女が対等で責任ある立場で参画し、多様な視点や価値観によって政策・方針

の立案と実施ができるように女性の活躍を支援します。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

地域活動において男女が「平等」であると思う 

市民の割合 
25.4％ 29.0％ 
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【主要施策①】地域コミュニティにおける女性活動への支援 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

60 

女性団体等への活動支援 

継続 

砺波市女性団体連絡協議会にお

ける女性の地位と福祉の向上を

図る活動を支援する。 

生涯学習・スポ

ーツ課 

61 

団体グループのネットワ

ーク形成支援 

拡充 

女性の団体やグループについ

て、分野ごと、さらには異分野間

の情報交換や組織化などを検討

し、活動連携等のネットワーク

の形成を支援する。 

生涯学習・スポ

ーツ課 

【主要施策②】地域で活動しやすい環境づくりや人材の育成 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

62 

地域活動における女性の

参画の促進 

拡充 

地域で活動する自治会役員、民

生委員児童委員、各協議会等に

おいて、男女共同参画に関する

啓発資料を配布するなど、女性

委員の方針決定過程への参画に

ついて理解を図る。 

企画調整課 

63 

女性の地域リーダーの育

成 
継続 

様々な地域活動の中心となる女

性を育成するため、女性の団体・

グループの指導者等を対象とし

た研修等を実施する。 

企画調整課 

総務課 

生涯学習・スポ

ーツ課 
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現状と課題 

富山県では、農業従事者の約 5割を女性が占めており、また、６次産業化*の進展に伴い、

女性の役割の重要性がますます高まってきていますが、慣行や習慣によって女性の意見が

事業の内容に反映しにくい状況が多く、方針決定の場への女性の参画はまだ不十分です。 

本市においては、地産地消、食育、消費ニーズ、食の安全に関心が高いことから、農産

物の生産や加工、販売等の活動において、女性の活躍に焦点をあて、その力をより生かす

ための取組が必要です。 

男女が互いに対等なパートナーとして認識を深め、得意分野を生かし、事業の担い手と

して活躍するために労働環境を整えるように啓発を行い、男女共同参画の意識を浸透させ

る必要があります。 

また、商工業の分野でも、商工団体における女性役員が少ないなどの状況にあり、商店

街の活性化や商工業における経営にも女性の積極的な参画が望まれます。 

 

施策の方向 

パートナーシップ経営の確立など農林業・商工業等の経営発展に向け、女性の能力向上

を図る研修の充実や各種の情報提供、起業活動の支援に努めます。 

また、女性が働きやすい作業環境の整備や就業支援、経営におけるワーク・ライフ・バ

ランス、農村地域に根強く残る固定的な性別役割分担意識を解消するなど、行動の変革に

向けた取組を推進します。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

農業委員会に占める女性委員の数 3 人／27人 4 人／27人 

重点課題（３）農林業・商工業等における女性の参画の促進 
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【主要施策①】 女性の参画支援とリーダーの育成 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

64 

女性農業委員の登用の促

進 

新規 

「農業委員会法」に基づき、農業

委員の選出は任命制であること

から、年齢・性別の偏りが生じな

いよう、女性登用に向けた働き

かけを行う。 

農業振興課 

（農業委員会） 

65 

女性農業者の育成と連携 

継続 

農業に従事する女性の地位向上

や経営参画に向け、女性農業者

や女性認定農業者*の育成を図

る。 

農業振興課 

66 

農村地域での女性リーダ

ーの育成とネットワーク

化 継続 

女性の経営管理能力の向上や技

術習得等に向けた研修や情報提

供を推進し、さらに女性リーダ

ー層が情報交換できるようにネ

ットワーク化を推進する。 

農業振興課 

67 

女性農業者の活動の支援 

拡充 

6次産業化、食育及び地産地消に

取り組む女性生産者・団体の活

動や起業を支援し、産地化やブ

ランド化の確立を図る。 

農業振興課 

68 

商工業等の女性創業者へ

の支援 新規 

女性の地位向上及び経営参画に

向け、創業支援事業について商

工団体等と連携し推進する。 

商工観光課 

【主要施策②】 女性の働きやすい環境整備と経営参画の促進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

69 

女性の就業条件・環境の整
備 

継続 

「農山漁村男女共同参画推進指

針」に基づく「新富山県農山漁村

女性プラン」における「いきいき

と輝いて行動する女性」を目標

とした啓発を行う。 

農業振興課 

70 

家族経営協定*制度の普及
促進 

継続 

ワーク・ライフ・バランスや健康

管理への配慮を含む家族経営協

定の締結の普及とともに、継続

的な有効活用の促進を図る。 

農業振興課 
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現状と課題 

本市は、災害が少ない地域であることから比較的意識が低かった防災対策については、

東日本大震災等の経験から、災害発生時における女性の責任の増加や性差に配慮した支援

などの課題が明らかになりました。 

国では、過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から、必要な対策・

対応について、地方公共団体が取り組む際の基本的事項を示した「男女共同参画の視点か

らの防災・復興の取組指針」を平成 25年(2013年)5月に公表されました。 

このことから、被災時の男女のニーズの違いなど男女双方の視点への配慮を行い、地域

防災活動における女性の参画を推進するとともに、男女共同参画の視点を反映した『地域

防災計画の見直し』の機会をつくることが必要です。 

また、災害対応の現場においては、救助・救援、医療、消火活動、復旧・復興等の担い

手として多くの女性が活躍しますが、意思決定の場での女性の参画は少ない状況です。 

災害時には、平常時における社会の課題がより一層顕著になって現れるため、平常時か

らの男女共同参画社会の実現が、防災・復興を円滑に進めていくための基盤となります。 

災害対応において女性が果たす役割は大きいことを認識し、女性が防災政策の方針を決

定する場や地域の防災活動の場、あらゆる災害支援活動において、リーダーシップを発揮

できるよう、平常時から参画の機会をしっかりと確保しておくことが不可欠です。 

 

施策の方向 

防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大することに

より、危険が伴う分野においても男女共同参画の視点を取り入れます。災害時の対応にお

いては、女性の視点、多様なニーズに配慮して進めます。 

また、防災における女性リーダーの育成・参画推進のため、女性の消防団への入団を促

進するとともに、自主防災組織への女性の参画拡大に努めます。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

防災会議における女性委員の数 2 人／36人  3 人／36人 

女性消防団員加入率（全体に占める女性団員の 

割合） 
8.4％ 8.5％ 

重点課題（４）防災・災害時における女性の参画の促進 
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【主要施策①】男女共同参画の視点での防災体制の確立 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

71 

男女共同参画の視点での

防災・災害時における活動

の啓発 
新規 

災害時に必要となる男女双方の

視点や要配慮者（高齢者、障がい

者、乳幼児など）の視点から、多

様なニーズに対する配慮や日頃

の備えについて、出前講座等を

通じて地域へ啓発する。 

総務課 

72 

災害対策の方針決定過程

への女性の参画促進 
新規 

男女共同参画の視点を踏まえた

災害対策が検討されるよう、砺

波市防災会議への女性委員の参

画を促進する。 

総務課 

73 

自主防災会における女性

の参画促進 

新規 

地域の防災活動において、多様

な地域の意見やニーズを反映さ

せるため、マニュアルの作成や

研修会での啓発などを通して、

方針決定過程への女性の参画を

促進する。 

総務課 

砺波消防署 

74 

防火・消防組織における男

女共同参画の促進 

新規 

女性の防火知識や技術の向上を

目指し、講座等を開催するほか、

消防団や婦人消防クラブなどの

活動を支援して、地域における

防火・消防組織への女性の参画

を促進する。 

総務課 

75 

地域の防災リーダーの育

成 継続 

女性消防団員の加入を促進し、

地域の防災リーダーを育成する

研修会を開催する。 

砺波消防署 
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重点課題（１）男女の人権の尊重 

 

 

 

 

  

現状と課題 

「人権の尊重」は、私たちが生活する上で最も基本的な理念であり、男女共同参画社会

を実現するためにも不可欠な条件です。中でも、配偶者からの暴力*、ストーカー、セクシ

ュアル・ハラスメント、性暴力、学校でのいじめなどは、犯罪となる行為を含む重大な人

権侵害です。相手に対する思いやり、互いの性、ジェンダー*について学校や家庭で考え、

人権・性教育の充実を図り、人権侵害を許さない啓発活動が必要です。 

また、近年、インターネットや携帯電話、スマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ*等新し

いツールを利用した人権侵害が発生するようになってきています。子どもや青少年に有害

な情報が流出しやすい環境となっていることから、保護者を含めた家庭、地域、学校と連

携し、青少年を犯罪から守る体制づくりの強化が必要です。 

 

施策の方向 

 男女の人権を侵害するあらゆる暴力を許さない社会環境の醸成と発生防止に向けた意

識啓発を図ります。 

 子どもや青少年が犯罪に巻き込まれることを防ぐため、青少年や児童生徒、保護者に対

する情報活用能力の向上を図ります。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

人権啓発活動回数 ４回／年 5 回／年 

基本目標Ⅳ   
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【主要施策①】男女の人権を守る啓発の促進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

76 

人権教育・啓発の推進 

 

継続 

「人権教育及び人権啓発推進に

関する法律」に基づき、学校、地

域、家庭等において、人権教育の

普及啓発の講演会や研修会を実

施する。 

総務課 

教育総務課 

77 

性の尊重に関する啓発の

促進 
継続 

学校教育において、発達段階に

応じて適切な性に関する指導を

行い、互いの性を理解する教育

の充実を図る。 

教育総務課 

78 

セクシュアル・ハラスメン

トの防止 継続 

職場や学校におけるセクシュア

ル・ハラスメントの防止のため

の啓発を行う。 

企画調整課  

商工観光課 

教育総務課 

79 

青少年にとって有害な図

書、広告物等の排除 

継続 

「富山県青少年健全育成条例」

に基づき、青少年を性犯罪の被

害から守るため、有害な図書、広

告物等を排除する活動の充実を

図る。 

生涯学習・スポー

ツ課 

80 

犯罪を防ぐ情報活用能力

の向上 
新規 

正しい情報が活用できるように

青少年や児童生徒、保護者に対

し学習の機会を設け、啓発を図

る。 

教育総務課 

 

81 

男女共同参画の視点によ

る市の刊行物等への配慮 新規 

市の広報・出版物について、男女

共同参画の視点から適切な表現

となるように配慮する。 

企画調整課 

ほか各課 

【主要施策②】人権尊重に基づいた相談体制づくり 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

82 

人権相談窓口・機関等の周

知 

継続 

法律相談・行政相談等の人権相

談窓口や機関等の周知を図ると

ともに、関係機関との連携を図

りながら相談体制の整備に努め

る。 

総務課 

社会福祉課 

83 

児童虐待防止相談事業の

実施 
継続 

人権に基づく育児相談・教育相

談等の各種相談事業を行い、虐

待等の早期発見や予防に努め

る。 

総務課  

健康センター 

教育総務課 

こども課 
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重点課題（２）男女間のあらゆる暴力の根絶 

 【重点取組】 

 

 

  

現状と課題 

配偶者・パートナーからの暴力（ＤＶ）は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であ

り、男女共同参画社会の形成を阻む大きな要因となっています。 

身体的暴力だけでなく、言葉による暴力や性的暴力、経済的暴力など、男女間の暴力は

様々な形で存在しています。 

近年では、デートＤＶ*、リベンジポルノ*といった高校生や大学生などの若者が被害者と

なるケースもあります。 

市民アンケート調査によると、「大声でどなられた」、「汚い言葉や人格を否定するような

言葉でののしられた」経験がある女性は約 6割と顕在化している中で、「何を言っても無視

された」経験がある男性は約 3割となっており、女性よりも高い数値となっています。 

また、ＤＶ被害者において「相談しなかった」と回答した方が全体で約 8割と多く、相

談体制の更なる周知が必要です。 

さらに、障がい者や高齢者など、調査結果には表れない潜在的なＤＶも存在しているた

め、ＤＶについて認識を深めるとともに、関係機関と連携してプライバシーに配慮した相

談体制の強化を図り、加害者にも被害者にもならない安全に生活できる環境づくりを進め

る必要があります。 

 

施策の方向 

性別にかかわりなく男女が互いに尊重し理解し合い、思いやりを持っていきいきとした生活

が送れるように、あらゆる暴力に対する問題意識を深めるための啓発や相談窓口の充実を図り

ます。 

また、ＤＶ被害防止や支援に取り組んでいる各種団体、関係機関と連携を図るとともに、被

害者保護及び自立に向けた支援の充実に努めます。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

民生委員児童委員、男女共同参画推進員等を 

対象としたＤＶ防止講座の受講人数 
40 人 80 人 

若年層を対象としたＤＶ防止セミナーの 

受講人数 
475 人 525 人 
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【主要施策①】あらゆる暴力を防ぐ環境・意識づくり 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

84 

ＤＶ防止のための啓発事

業の実施 
継続 

ＤＶ防止啓発用リーフレットの

作成や、ＤＶ防止に関するセミ

ナー等を実施し、ＤＶ防止啓発

を図る。 

企画調整課 

85 

ＤＶ防止の啓発と相談窓

口の周知 
継続 

ＤＶ防止啓発用チラシ等を大型

商業施設のトイレ等に配置する

など、ＤＶ防止の啓発と相談体

制の周知を図る。 

企画調整課 

86 

若年層に対するデートＤ

Ｖ防止のための啓発事業

の実施 
継続 

中学生・高校生等を対象にデー

トＤＶ防止に関するセミナー等

を実施し、デートＤＶの認識と

防止を図る。 

企画調整課 

87 

ＤＶに関する情報提供 

継続 

人権侵害であるＤＶに関して、

広報紙、ホームページ、ケーブル

テレビ等を通して情報提供を図

る。 

企画調整課 

【主要施策②】相談体制・サポート体制の整備と周知 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

88 

早期発見のための体制づ

くり 

継続 

民生委員児童委員、男女共同参

画推進員等を対象として「ＤＶ

防止法」に基づく通報の周知や

相談対応について理解を深める

講習会を開催し、被害者の早期

発見に努める。 

企画調整課 

社会福祉課 

89 

女性のための総合相談事

業の実施 
継続 

女性の弁護士や民間団体の協力

のもと、女性のための無料相談

を実施するとともに、相談窓口

の周知に努める。 

企画調整課 

社会福祉課 
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【主要施策③】安全で安心な保護と自立への支援 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

90 

市営住宅入居条件の優遇

支援 
継続 

ＤＶ被害者の住宅確保に向けた

支援として、市営住宅の単身入

居を可能とするなど、入居条件

等優遇措置により支援する。 

都市整備課 

91 

ＤＶ被害者に対する就業・

生活支援 
継続 

緊急時における一時的な安全確

保を図るとともに、就業の支援

や生活保護制度など適切な生活

支援を行う。 

社会福祉課 

 

92 

ＤＶ被害者の子どもに対

する支援 
継続 

子育て支援のための手当の支給

や児童・生徒の入所・入園・就学・

放課後児童クラブに関する支援

を行う。 

教育総務課 

こども課 

【主要施策④】関係機関との連携と協力体制づくり 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

93 

民間団体・児童相談所等の

関係機関との連携 
拡充 

ＤＶ、児童虐待の両方の観点か

ら発見・通報・保護につなげるた

め、児童相談所などの関係団体

との連携を強化する。 

社会福祉課 

こども課 

94 

手続の一元化体制（ワンス

トップサービス*）の確立 
新規 

被害者の自立支援策として、関

係部署の連携を促進するととも

に、１か所で全ての支援手続が

受けられる体制づくりを行う。 

関係各課 

95 

二次的被害防止のための

職務関係者等に対する研

修 継続 

二次的被害を防止するため、窓

口で相談に応じる職員や学校教

職員、保育所職員等にＤＶの特

性や二次的被害防止の研修を実

施し、資質の向上を図る。 

企画調整課 

総務課 
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現状と課題 

男女共同参画を推進していく上で、誰もがいきいきと安心して暮らしていくことのでき

る地域社会づくりが不可欠です。特に、4人に 1人が 65歳以上の高齢者である本市におい

ては、高齢期の男女が固定的な役割分担に捉われず、意欲と能力に応じた就労や社会参画

ができる環境づくりが必要です。 

また、一人暮らしや見守りが必要な高齢者が増える中、地域での支えあいや助け合いが

重要となってきています。また、高齢者だけでなく、障がい者やひとり親家庭等を含めて

様々な年代や生活状況にある人が、安心して自分らしく健康に生活していくための環境整

備が必要です。 

 

施策の方向 

高齢者や障がい者、ひとり親家庭等の全ての人が、性別にかかわらず地域でいきいきと

就労や社会参加ができるよう、地域社会活動の活性化を図るとともに、男女共同参画の視

点に立った介護・自立支援サービスの提供を促進します。 

 

成果指標 

項  目 現状（H27） 目標（H32） 

高齢者学級（21地区）参加述べ人数 6,057 人／年（Ｈ26） 6,220 人／年 

一般介護予防事業（いきいき百歳体操）取組

グループ数 
14 グループ（12 月末） １００グループ 

重点課題（３）誰もが安心して暮らせる支援体制づくり 
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【主要施策①】高齢者の自立と生きがいづくりの推進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

96 

シルバー人材センターの

運営支援と情報提供 
継続 

シルバー人材センターの会員数

を増やし活性化を図るととも

に、就業に関する情報提供を推

進する。 

社会福祉課 

97 

高齢者の学習機会の充実 

継続 

高齢者が自立し、生きがいを持

って生活を送ることができるよ

う、市老人クラブ連合会の活動

を支援して、趣味の活動、交流の

機会を創出するとともに、出前

講座などを通して、学習の場を

提供する。 

社会福祉課 

高齢介護課 

地域包括支援

センター 

98 

要介護高齢者の外出や社

会参加支援 
継続 

地域やボランティア団体の協力

を得ながら、要介護高齢者の外

出や社会参加に対する支援を推

進する。  

社会福祉課 

高齢介護課 

99 

高齢者への支援サービス

の提供 

継続 

介護保険制度の認識を深めると

ともに、関係団体との連携を図

り、高齢者が住みよい住宅改善

支援事業や緊急通報装置設置事

業などを実施し、一人暮らし高

齢者が安心して生活できるよう

に支援する。 

社会福祉課 

高齢介護課 

地域包括支援

センター 

100 

地域包括支援センターの

活動の充実 

継続 

地域包括支援センターの活動の

充実や、援護が必要な高齢者等

に介護予防や生活面でのサービ

スを提供し、自立を支援すると

ともに、高齢者の悩みに対する

相談体制と高齢者虐待の防止を

図る。 

地域包括支援

センター 

101 

地域での支援体制の充実 

継続 

地域包括支援センターが中心と

なり、要支援者の実態把握に努

め、地域と連携してひとり暮ら

しの援護が必要な高齢者に対し

て見守りを行う。 

社会福祉課 

地域包括支援

センター 

102 

高齢者の能力を活用した

共助の仕組みづくり 
新規 

現行のボランティアポイント制

度と連携を図り、元気な高齢者

が支援を必要とする高齢者を支

える新たな仕組みを推進する。 

社会福祉課 

高齢介護課 
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【主要施策②】障がい者・ひとり親家庭等の自立支援 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

103 

障がい者への施設環境整

備 
継続 

男女共同参画の視点に立った障

がい者施策を推進するととも

に、バリアフリー化等の配慮を

事業者に対し働きかける。 

社会福祉課 

商工観光課 

104 

障がい者への就労支援 

継続 

障がい者が意欲と能力に応じて

働けるよう、関係機関と連携し、

民間企業等への就労支援、技能

習得などによる経済的自立を促

す。 

社会福祉課 

商工観光課 

105 

母子家庭への自立支援 

継続 

児童扶養手当、母子家庭等小口

資金貸付、母子家庭自立支援給

付金事業により、ひとり親家庭

の経済的な負担を軽くし、就労

と自立について支援する。 

社会福祉課 

106 

ひとり親家庭への医療費

助成 
継続 

ひとり親家庭の 18歳以下の子ど

もとその親等の医療費に対し、

適切に助成を行い福祉の増進に

努める。 

社会福祉課 

107 

ひとり親家庭の家庭生活

への支援 
継続 

ひとり親家庭の経済的自立、育

児と就労の両立、養育費や子の

就学支援など、生活面の総合的

な幅広い相談支援を行う。 

社会福祉課 

108 

母子・父子自立支援員の設

置 
継続 

市役所に母子・父子自立支援員

を配置し、母子・父子のひとり親

家庭に対する相談体制の充実に

努める。 

社会福祉課 

109 

市営住宅入居条件の優遇

支援 継続 
ひとり親家庭の市営住宅への入

居に際し、優遇措置を行う。 

都市整備課 
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現状と課題 

男性も女性も、末永く健康で自立した生活を送ることは、男女共同参画社会の実現にお

ける土台となります。そのためには、男女互いがそれぞれの身体的特徴を十分に理解し合

い、相手に思いやりをもって生きていく必要があります。 

しかし、核家族化が進む中、高齢者世帯やひとり親世帯の増加など、個人や家族だけで

は十分に対応できない問題も多くなっています。また、様々な情報が氾濫する中で、性の

尊重や命を大切にする意識が薄れつつあるなど、多様な生き方を尊重しながらも社会全体

で解決すべき問題もあります。 

このため、健康福祉部門や教育部門において、健康で心身ともに安定した生活のための

環境整備が求められています。特に、女性は、妊娠・出産という身体的な変化に直面する

機会があることから、「リプロダクティブヘルス/ライツ*（性と生殖に関する健康と権利）」

の視点も含め、女性のライフステージに応じた健康づくりや健診などの予防対策を推進す

る必要があります。 

 

施策の方向 

自らの健康状態の把握と健康に関する正しい知識の普及と理解促進に努め、各種保健事

業を通して男女の健康を支援します。 

 性別によって生じる男女の様々な心身の問題や悩みに対し、各種相談の実施や相談窓口

の周知により支援します。 

 

成果指標 

数値目標 現状（H27） 目標（H32） 

妊婦健康診査平均受診回数 
12.2 回 
（H25） 

12.6 回 

不妊治療費助成者数 
74 人／年 
（H26） 

120 人／年 

乳がん検診受診率 
31.1％ 
（H26） 

50.0％ 

子宮がん検診受診率 
32.2％ 
（H26） 

50.0％ 

重点課題（４）生涯を通じた心と身体の健康支援 
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【主要施策①】生涯を通じた男女の健康保持・増進 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

110 

ライフステージに応じた

健康支援 
継続 

男女のライフステージに応じた

適切な健康の保持増進ができる

よう、健康相談、普及啓発、健康

診査・指導等の事業を推進する。 

健康センター 

111 

若い世代からの女性の健

康保持事業の推進 

継続 

若い世代からの女性の健康保持

のため、レディース検診を実施

するなど、思春期、妊娠・出産期、

更年期、高齢期まで、女性の生涯

を通した健康保持に関する事業

を推進する。 

健康センター 

112 

若い世代へ結婚・妊娠に関

する意識啓発 

新規 

思春期・青年期の若い世代に対

し、卵子の老化、男性不妊、不妊

症等の妊娠、出産に関する正し

い知識を習得する機会を提供し

て、結婚・妊娠の適齢期を周知す

る。 

企画調整課 

健康センター 

教育総務課 

113 

働く男女の健康保持事業

の推進 

継続 

喫煙飲酒や肥満、長時間労働が

引き起こす身体的な健康問題を

防ぐため、検診の啓発や「心の健

康相談」の開催など、生涯を通し

た健康保持に関する事業を推進

する。 

健康センター 

114 

健康をおびやかす問題に

ついての対策の推進 
継続 

ＨＩＶ/エイズや性感染症、薬物

乱用や喫煙など、健康被害に関

する指導や情報提供を学校教育

の段階から行う。 

健康センター 

教育総務課 

115 

性差に応じた健康支援の

推進 
継続 

性差に応じたがん検診（乳がん、

卵巣がん、子宮がん、前立腺が

ん）や生活習慣病の予防施策を

進める。 

健康センター 
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【主要施策②】妊娠・出産期における健康支援 

№ 主な施策 
実施 

区分 
具体的な取組 担 当 課 

116 

妊婦に対する健康診査事

業の実施 

継続 

妊婦の疾病や異常の早期発見、

早期対応を図り、正常な妊娠・出

産を迎えられるよう、母子手帳

交付時に妊婦健康診査受診券を

配付し、妊婦健康診査を実施す

る。 

健康センター 

117 

妊産婦への医療費等助成 

継続 

妊娠から出産まで一貫して、健

康診査、訪問指導・相談が受けら

れるように保健活動を推進する

とともに、妊娠中の対象疾病に

係る医療費助成を行うことによ

り、経済的負担の軽減を図る。 

健康センター 

こども課 

118 

マタニティマークの普及 

継続 

妊婦に対する配慮を市民に周知

啓発するため、「マタニティマー

ク」の利用を促進し、理解を深め

る。 

健康センター 

119 

不妊に関する相談や治療

費助成などの支援 拡充 

妊娠を希望する男女に対し、不

妊治療に係る費用を助成すると

ともに、相談・支援を行う。 

健康センター 

120 

乳幼児健康相談の実施 

継続 

乳幼児の発達や子育てに関する

相談に応じ、育児不安の解消や

精神的支援体制の充実を図る。 

健康センター 
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計画の総合的な推進 
 

（１）各主体の役割 

  砺波市が目指す男女共同参画社会の実現及び基本目標の達成に向け、市民、

事業者等、行政がそれぞれの役割を担い、協働による計画推進を図ります。 

   

○市民の役割 
・一人ひとりが男女共同参画に対する理解を深め、身近な生活の中における固

定的な性別役割分担や人権侵害の存在に気づき、これをなくしていくこと。 

・男女とも、互いの違いを尊重し、家庭、職場、地域生活等において、責任を

分かち合いながら協力していくこと。 

・男女共同参画の形成に向けた各主体（市民・事業者等・行政）が行う取組に

積極的に協力していくこと。 

○事業者等の役割 
・就労者が職業活動と家庭、地域における活動と両立できるような体制づくり

に努めること。 

・職場における不当な差別や格差、人権侵害をなくし、個性と能力を十分発揮

できる職場環境を整備すること。 

・男女共同参画の形成に向けた各主体（市民・事業者等・行政）が行う取組に

積極的に協力していくこと。 

○行政の役割 
・市民、事業者等及び市職員に対し、砺波市の基本理念の浸透を図るとともに、

自ら率先して男女共同参画を推進すること。 

・市民、事業者等、県及び国との十分な連携・協力体制のもと、男女共同参画

社会の形成に向けた施策を実施していくこと。 

・市民及び事業者等の男女共同参画社会の形成に向けた主体的な取組に対し、

積極的に協力していくとともに、取組を促す環境の整備を推進すること。 

 

（２）連携の強化 

  計画に掲げる施策を効果的に推進するため、各担当部署間の連携体制を強

化するとともに、地域で活動する各種団体や関係機関等のほか、国や県との

連携と協力により推進していくこととします。 

   

○庁内連携 
  本計画に掲げる施策は、多くの分野にわたっていることから、本計画の事業

を確実に推進するため、事業担当部署との連携を図り推進体制を強化するとと

もに、全庁をあげて取り組んでいきます。 



第４章 計画の推進 
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市 民 

 

   

事業者等 

 

 

   

推進計画の進捗状況の公表 

男女共同参画市民委員会に
おける意見・提案の公表 

実施報告 進行管理 進捗状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  画 
（Ｐｌａｎ） 

実 施 
（Ｄｏ） 

点  検 
（ C h e c k） 

 

見直し 
（ A c t i o n） 

 

 

 

 

○関係機関・各種団体との連携 
  地域で活動する各種団体や関係機関等と本計画の基本理念及び目標を共有

し、連携、協力しながら施策を推進していきます。 

○国・県・他市町村との連携 
  国や県が推進する男女共同参画推進施策に対しては、他市町村と協調した事

業を推進するとともに、市単独で行うことが困難な広域的、専門的な事業につ

いては、指導や助言、協力を得て施策を推進していきます。 

  さらに、国・県・他市町村との情報交換や交流を図り、効果的な施策の推進

を目指します。 

 

（３）進捗状況の確認・公表 

計画に掲げる施策の実効性を確保するため、各課題において「成果指標」

を掲げ、取組に対する実施状況及び目標の達成状況を定期的に砺波市男女共

同参画市民委員会などにより検証、確認し、公表していきます。 

また、新たな課題や環境の変化にも対応できるよう、必要に応じて計画内

容の見直しを行います。 

 

【計画の推進のイメージ図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砺波市男女共同参画市民委員会 

構成：各種団体代表、市民公募 

 

 

 

   

砺波市 

庁内担当部署 

 

 

 

 

   

取組を実行・協力 

計画の進捗状況を
評価・意見 



 

 

 

 

 

  参 考 資 料       
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♦用語解説 
 用  語 説       明 

あ イクメン 育児を楽しみ、積極的に行う男性、または、将来そのような人生を送ることを望む男

性の略称で、イケメン（イケてるメン men、またはイケてる面（顔）の両説あり）をも
じった造語。育メン、育 menとも表す。 

一般事業主行動計画 次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環

境の整備について事業主が策定する計画。101 人以上の労働者を雇用する事業主におい
ては、策定・届出が義務づけられている。 
県では、「子育て支援・少子化対策条例」に基づき、平成 23 年 4 月から、51～100 人

の労働者を雇用する事業主に対し策定を義務づけている。 

ＳＮＳ（ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス） 
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。 

Ｍ字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後
半と 40歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、

結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市
場に参入するという特徴があるためである。 

か カジダン 家事に興味がある、または家事に積極的に取り組む男性のこと。「家事男子」の略で、

読みは「かじだん」「かじめん」の二つがある。 

家族経営協定 農業経営を発展させていくために、家庭内で農業や生活のあり方について話し合いを
行い、経営内における各々の役割分担、給料、就業時間、休日の取り方、生活面におけ

る諸事項等についても文章で取り決めたもの。 

公共サイン 不特定多数の方が利用する公共性の高い標識・地図・案内誘導板等の総称で、公的機
関が設置主体となり公共空間に設置する。公共サインは、様々な情報・機能の付加や街

のイメージカラー等による仕上げにより、街を演出するための道具としても活用されて
いる。 

合計特殊出生率 15～49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの。１人の女性が仮にその年次の年齢別

出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

固定的性別役割分担意

識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わら
ず、「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等のように、男性、

女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

さ ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のことである。人間には生まれついての性別学
的性別がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作りあげられた「男性像」

「女性像」があり、このような男性、女性の別をジェンダーという。 

女性の活躍推進法 平成 27 年 8 月に成立。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の通称。
女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること、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より、職業生活と家庭生活との
円滑かつ継続 的な両立を可能にすること、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ことを基本原則としている。国の定める基本方針等を勘案

して、地方公共団体（都道府県、市町村）は、当該区域内における女性の職業生活にお
ける活躍についての推進計画を策定することが努力義務となっている。 

セクシュアル・ハラスメ

ント 
他のものを不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる

職場外における性的な言動。 

た 

 

第４次男女共同参画基

本計画（国） 

政府に定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画。男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならない
とされており、現行の計画は平成 27年 12月に策定。 

男女共同参画社会基本

法 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念、国・地方公共団体・国民の責務を明らか

にするとともに、施策の基本となる事項を定めたもの。平成 11年 6月公布、施行。この
中で国の計画を勘案して都道府県計画を定めなければならないことが規定されている。 

男女共同参画推進員 市では、砺波市男女共同参画推進条例第 10条に基づき、地域における男女共同参画の

推進を図るため、市内各地域に男女共同参画推進員を設置している。男女共同参画推進
員は各地域において、市の男女共同参画の計画の普及啓発などの様々な活動を展開して
いる。 

男女雇用機会均等法 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を目的として、昭和 61年 4月に施
行。労働者の募集や採用、配置、昇進などにおいて男女間の差別の禁止などが規定され
ている。 
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 用  語 説       明 

た 地域包括支援センター 高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護高齢者等の自立した日常

生活を包括的・継続的に支援する地域包括ケアシステムの中核機関、市町村が、①介護
予防マネジメント事業、②総合相談支援及び権利擁護事業、③包括的・継続的マネジメ
ント支援事業の３つの支援事業をおもに行う。 

デートＤＶ 交際中の若いカップルの間で起こる暴力のこと。交際中の異性への暴力行為。殴る、
蹴るといった身体的な暴力のほか、罵倒(ばとう)する、金銭を要求する、性行為を強要
するなどの行為も含まれる。 

ＤＶ（ドメスティック・バ

イオレンス） 

“家庭内暴力”と直訳され、一般には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあ
ったものからの暴力」を言う。暴力の形態は、身体的・精神的・経済的・性的・暴力、
社会的隔離等で、犯罪を含む重大な人権侵害として、社会全体の理解・支援が求められ

ている。 

ＤＶ防止法 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の略称で、DVを防止し被
害者を保護するために平成 13年に制定されたもの。平成 16年、19年、25年と 3度にわ

たり、暴力の定義の拡大、保護命令制度の拡充、市町村に対する努力義務の規定、加害
者・被害者等の範囲の拡大等を含む一部改正が行われている。 

な 認定こども園 急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域の多様

化するニーズに応えるために、平成 18 年 10 月から創設されたもの。就学前の子どもに
教育と保育を一体的に提供する他、地域の子育て家庭に対する支援を行う施設。幼稚園
や保育所などのうち一定の基準を満たす施設を、県知事が認定する。 

認定農業者  効率的で安定的な農業経営のプロを目指す農業者で、自ら作成した「農業経営改善計
画」が市によって認定された農業者のこと。 

は 配偶者からの暴力 「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を改正する法律」に

定める、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。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下
「身体に対する暴力等」という。）をいい、配偶者と離婚した後の身体に対する暴力等も

含むものとされている。 

病児・病後児保育 児童が発熱等の急な病気となり、集団保育が困難であって、保護者が家庭において看
護できない場合に。病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育

中に体調不良となった児童への緊急対応保育。 

 ファミリー・サポート・

センター 
育児等の援助を行いたい者（協力会員）と援助を受けたい者（依頼会員）が、相互援

助活動を行う会員組織。既存の保育サービスで対応できない保育ニーズに対応。 

放課後児童クラブ 保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生低学年児童を対象に、授業の終了後（放
課後）に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的として組

織されたクラブ。 

ポジティブ・アクション 様々な分野において、活動に参加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、活動に参加する機会を積極的に提供するも

のであり、個々の状況に応じて実施していくものである。 

ま マタニティ・ハラスメン

ト 

働く女性が妊娠・出産に関連し職場において受ける精神的・肉体的いやがらせのこと。
略称、マタハラ。妊娠中や産休後に会社で受ける「心無い言葉・行動」「解雇や契約打ち

切り、自主退職への誘導」が主な行為で、非正規雇用者の増加などにより近年急増して
いる。日本の企業においては男性中心に運営がなされてきた歴史が長く、働く女性への
理解が足りないため、問題が深刻化していると考えられている。 

ら リプロダクティブヘルス

/ライツ（性と生殖に関する

健康と権利） 

性と生殖に関する健康・権利。女性が身体的・精神的・社会的な健康を維持し、子ど
もを産むかどうか、いつ産むか、どれくらいの間隔で産むかなどについて選択し、自ら
決定する権利のこと。 

リベンジポルノ  元交際相手の性的な写真等を嫌がらせ目的でインターネット上に公開することなどを

いう。 

６次産業化 農林水産業・農山漁村し２次産業・３次産業を融合・連携させることにより、多様な
「資源」を利活用し、新たな付加価値を生み出す地域ビジネスや新産業を創出すること。 

わ ワーク・ライフ・バラン

ス 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ
て多様な生き方が選択・実現できることである。 

ワンストップサービス 複数の手続きを１つの窓口で行えるようにすること。 
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砺波市男女共同参画推進計画（第３次）策定に関する組織 
                        

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画案 

の説明 

素案づくり 

指示 

素案の 

提出 

砺波市男女共同参画庁内企画推進会議 

※職務 

 砺波市男女共同参画推進計画素案の策定 

※組織 

 会 長：副市長 

 副会長：教育長 

 委 員：課長以上の職員全員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

企画総務部企画調整課 

※職務 

 企画、庶務、日程等の調整及び管理 

計画策定専門部会 

〔部会員：係長・主任級職員(15人程度)〕 

 

※職務 

 庁内企画推進会議の下部組織であ

り、男女共同参画推進計画の素案策定

のための調査・研究を行う。 

 

砺波市男女共同参画推進員連

絡会が推薦する推進員 6 人 

 

※職務 

計画策定専門部会と素案

策定のための調査・研究を

協働で行う。 

 

（市民参画） 

（市民参画） 

・市民アンケート 

・市長への手紙 

・行政出前講座 

・パブリックコメント 

職員への参画 

・職員提案 

（全職員の参画） 

提 

案 

（庁内） 

共同調査研究 

提案 

砺波市男女共同参画推進計画策定研究会 

答 申 

砺波市男女共同参画市民委員会 
《市民委員 15 人以内》 

・関係団体推薦 14 人程度 

・公募１人程度 

任期：２年、会長（１人）、副会長 

（１人）は互選により選出 

 

※職務 

市長の諮問に応じ答申。 

 

 

 

市  長 

 

 

 

市 議 会 

諮 問 
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     砺波市男女共同参画庁内企画推進会議設置要綱   

  

      

（目的）      

第１条 砺波市が、男女共同参画推進に関する施策について、庁内関係機関の緊密な 

連繋を図るとともに、総合的、かつ効果的な対策を推進するため、砺波市男女共同 

  参画庁内企画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。  

       

（所掌事務）      

第２条 推進会議は、次の事務を所掌する。      

 (1)砺波市男女共同参画推進計画の策定及び実施に関すること。  

(2)男女共同参画行政の総合的推進に関すること。    

  (3)男女共同参画に関する施策について、関係行政機関との連絡調整に関すること。 

 (4)その他男女共同参画にかかる問題に関すること。 

 

（組織）      

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。   

２ 会長は、副市長をもって充てる。      

３ 副会長は、教育長をもって充てる。     

４ 委員は、課長以上の職員全員をもって充てるほか、必要に応じ関係課の職員のうち  

  から市長が委嘱する。      

 

（会議）      

第４条 会長は、必要に応じて推進会議を招集し、所掌事務を主宰する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、副会長がその職務を代行する。 

 

（専門部会）      

第５条 会長が必要と認めるときは、専門部会（以下「部会」という。）を設けるこ

   とができる。      

２ 前項の部会員は、委員及び関係職員のなかから会長が任命する。   

３ 部会は、その部門に属する事項について、調査研究及び審議し、その結果を推進

  会議に報告しなければならない。       

 

（庶務）      

第６条 推進会議の庶務は、企画総務部企画調整課において処理する。  

 

（細則）      

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

  

    附 則      

 この要綱は、平成１６年１１月１日から施行する。     
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砺波市男女共同参画推進条例 

 平成 17年 9月 27日 

                          砺波市条例第 15 号 

目次 

 第１章 総則（第１条―第７条） 

 第２章 男女共同参画推進に関する基本的施策（第８条―第１４条） 

 第３章 砺波市男女共同参画市民委員会（第１５条・第１６条） 

 第４章 補則（第１７条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにす

るとともに、本市の男女共同参画の推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、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

 (２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 (３) 事業者等 市内において事業又は社会活動を行う個人、法人その他の団体をいう。 

 (４) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、

又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

 (１) 男女は平等であり、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として尊重され、その能力を十分発

揮し、多様な生き方を選択できるよう人権が尊重されること。 

 (２) 性別により固定された役割分担を見直し、慣習、制度等が男女の社会における活動の自由な選択を妨げな

いようにすること。 

 (３) 市の政策又は事業者等における方針の立案及び決定にあたり、男女が社会の対等な構成員として共同して

参画できる機会を確保すること。 

 (４) 男女が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護等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、職場、学校、地域その他の社会における活動を両立できるように

すること。 

 (５) 男女が互いの性を尊重し、特に女性の身体の特性について十分に配慮するとともに、生涯にわたって心身

の健康が確保されること。 

 (６) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接に関係していることを理解し、国際的協調のもとに

行われること。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。）を総合的に策定し、実施しなければならな

い。 

２ 市は、男女共同参画の推進にあたり、国及び他の地方公共団体との連携を図るとともに、市民及び事業者等

と協力して、男女共同参画推進施策に取り組むものとする。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に関する理解を深め、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、

積極的に男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。 

 （事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、基本理念に関する理解を深め、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者等は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。 

 （性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別により差別した取扱いをし

てはならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行っ

てはならない。 



  

 
 

73 

３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身体的、精神的、経済的、性的その他の暴力行為を行って

はならない。 

   第２章 男女共同参画推進に関する基本的施策 

 （基本計画の策定） 

第８条 市長は、男女共同参画を推進するための基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとす

る。 

２ 基本計画は、次の事項について定めるものとする。 

 (１) 男女共同参画を推進するための総合的かつ長期的な目標及び大綱 

 (２) 前号に基づいて実施すべき具体的な施策 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、施策を推進するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定し、又は変更するときは、第１５条に規定する砺波市男女共同参画市民委員会の意

見を聴くとともに、市民及び事業者等の意見を反映するよう努めるものとする。 

４ 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、これを速やかに公表しなければならない。 

 （市民及び事業者等の理解を深めるための措置） 

第９条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者等の理解を深めるため、広報活動その他必要な措

置を講ずるものとする。 

 （男女共同参画推進員の設置） 

第１０条 市は、男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画の推進に係る啓発活動その他の活動を行う砺波

市男女共同参画推進員（以下「推進員」という。）を置く。 

２ 推進員は、地域において基本計画の周知を図るとともに、地域における男女共同参画を推進するため必要な

啓発活動その他の活動を行うものとする。 

 （苦情及び相談への対応） 

第１１条 市は、市が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策

について、市民又は事業者等からの苦情があった場合は、その処理のために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、性別による差別的取扱い等に関する相談に対して、関係機関との連携を図り、適切に対応するよう努

めるものとする。 

 （調査研究） 

第１２条 市は、男女共同参画推進施策を策定し、効果的に実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

 （市民及び事業者等に対する支援） 

第１３条 市は、市民及び事業者等が行う男女共同参画を推進するために行う活動について、情報の提供その他

の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 （年次報告） 

第１４条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実施状況に関する報告書を作成し、公表するものとする。 

   第３章 砺波市男女共同参画市民委員会 

 （砺波市男女共同参画市民委員会の設置） 

第１５条 男女共同参画の推進に関する重要な事項を調査審議するため、砺波市男女共同参画市民委員会（以下

「市民委員会」という。）を置く。 

２ 市民委員会は、男女共同参画の推進に関する事項について市長の諮問に応ずるほか、男女共同参画の推進に

関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。 

 （市民委員会の組織） 

第１６条 市民委員会は、市長が委嘱する１５人以内の委員で組織する。 

２ 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 市民委員会に、会長及び副会長各１人を置き、委員が互選する。 

４ 会長は、市民委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 前各号に定めるもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は、会長が市民委員会に諮って定める。 

   第４章 補則 

 （委任） 

第１７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、公布の日から施行する。 
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砺波市男女共同参画市民委員会委員名簿（任期：Ｈ27.4.1～Ｈ29.3.31） 

氏  名 推薦団体等 備 考 

三井 和弥 砺波市男女共同参画推進員連絡会  会長 

山本 吉弘 砺波商工会議所 副会長 

荒木 達也 連合富山砺波地域協議会  

池田 雄一 公募  

大井 千津子 砺波市連合婦人会    

小西 竹文 砺波市公民館連絡協議会   

境  真由美 砺波市女性農業士部会  

里子 律子 庄川町商工会女性部  

白山 達也 砺波市ＰＴＡ連絡協議会   

杉浦 直巳 砺波市母親クラブ連合会  

鈴木 誠一  人権擁護委員  

田辺 澄子 砺波市環境保健衛生協議会  

藤澤 まゆみ （社）砺波市社会福祉協議会   

松本 憲一 となみ野農業協同組合   

森  重雄 砺波市地区自治振興会協議会   

 

砺波市男女共同参画推進計画策定研究会委員名簿 

委 員 備  考 

亀田  章 砺波市男女共同参画推進員 

中田 光俊 砺波市男女共同参画推進員 

金子 巻子 砺波市男女共同参画推進員 

本江 清美 砺波市男女共同参画推進員 

山田 智美 砺波市男女共同参画推進員 

澤田 岳俊 砺波市男女共同参画推進員 

篠島 彰宏 総 務 課 

小竹 尚美 総 務 課 

久保 洋平 財 政 課 

坂井 純子 税 務 課 

二俣 紀子 社会福祉課 

中川 琢子 地域包括支援センター 

利波 順子 健康センター 

竹中 恵美子 市 民 課 

大浦 昭子 生活環境課 

野村 和則 商工観光課 

道中 彩耶花 農業振興課 

尾山  薫 都市整備課 

石黒 哲康 教育総務課 

田村 仁志 生涯学習・スポーツ課 

森田 弘恵 こども課 

島田 繁則 企画調整課（事務局） 

端谷 真奈美 企画調整課（事務局） 
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砺波市男女共同参画推進計画（第３次）策定までの経過 

 

日  程 内     容 

平成２７年 

４月 ２日 

第１回砺波市男女共同参画庁内企画推進会議 

・男女共同参画推進計画策定について 

・男女共同参画推進計画策定に関する組織について 

・男女共同参画推進計画策定スケジュールについて 

平成２７年 

６月２３日～ ７月 ６日 

「男女共同参画に関するアンケート調査」実施 

平成２７年 

        ７月２７日 

第１回砺波市男女共同参画推進計画策定研究会 

・男女共同参画推進計画策定に関する骨子について  

・策定研究会の役割とスケジュールについて 

・男女共同参画推進計画（第２次）の概要と数値目標について 

・男女共同参画推進計画（第３次）の策定について 

・市民アンケート調査について 

平成２７年 

      １０月２６日 

第２回砺波市男女共同参画推進計画策定研究会 

・市民アンケート調査の結果について 

・男女共同参画推進計画（第３次）の基本方針（案）について 

・男女共同参画推進計画（第３次）の体系と目標指標（案）に

ついて 

平成２７年 

      １１月 ９日 

第１回砺波市男女共同参画市民委員会 

・砺波市の男女共同参画に関する取組状況について 

・男女共同参画推進計画（第３次）策定の骨子とスケジュール

について 

・市民アンケート調査の結果について 

・男女共同参画推進計画（第３次）の基本方針（案）について 

平成２８年 

       １月１９日 

第３回砺波市男女共同参画推進計画策定研究会 

・男女共同参画推進計画（第３次）（素案）について 

平成２８年 

       ２月 ２日 

第２回砺波市男女共同参画庁内企画推進会議 

・市民アンケート調査の結果について 

・男女共同参画推進計画（第３次）（素案）について 

 

平成２８年 

       ２月１２日 

第２回砺波市男女共同参画市民委員会 

・男女共同参画推進計画（第３次）（案）について 

 

平成２８年 

       ２月２３日 

砺波市議会全員協議会 説明 

・男女共同参画推進計画（第３次）（案）について 

 

平成２８年 

       ３月２２日 

砺波市男女共同参画推進計画（第３次）決定 
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♦男女共同参画に関する国内外の動き 
年 国際的な動き 国内の動き 富山県の動き 砺波市の動き 

１９４５（昭和２０） 

◆「国際連合憲章」採

択 

◆「国際連合（国連）」

発足 

   

１９４６（昭和２１） 

◆国連「婦人の地位委

員会」発足 

◆日本初の婦人参政権

行使 

◆「日本国憲法」公布

（昭和２２年施行） 

  

１９４７（昭和２２）  ◆「日本国憲法」施行   

１９４８（昭和２３） 
◆「世界人権宣言」採

択 

   

１９６７（昭和４２） 
◆「婦人に対する差別

撤廃宣言」採択 

   

１９７５（昭和５０） 

◆国際婦人年 

◆国際婦人年世界会議

（メキシコシティ） 

「世界行動計画」採択 

◆婦人問題企画推進本

部設置 

◆婦人問題企画推進会

議開催 

  

１９７６（昭和５１） 
◆国連婦人の十年（～

１９８５） 

   

１９７７（昭和５２） 
 ◆「国内行動計画」策

定 
  

１９７９（昭和５４） 
◆「女子差別撤廃条約」

採択 

   

１９８０（昭和５５） 

◆「『国連婦人の十年』

中間年世界会議」（第２

回世界女性会議）開催

（コペンハーゲン） 

「国連婦人の十年後半

期行動プログラム」採

択 

 ◆機構改革により、青少

年課から婦人青少年課

に名称変更、婦人係設置 

◆「富山県婦人問題懇話

会」設置 

 

１９８１（昭和５６） 
◆「女子差別撤廃条約」

発行 

 ◆「婦人の明日をひらく

富山県行動計画」策定 
 

１９８５（昭和６０） 

◆「『国連婦人の十年』

ナイロビ世界会議」（第

３回世界女性会議）開

催（ナイロビ） 

「婦人の地位向上のた

めのナイロビ将来戦

略」採択 

◆「男女雇用機会均等

法」公布（昭和６１年

施行） 

◆「女子差別撤廃条約」

批准 

  

１９８６（昭和６１） 
 ◆「男女雇用均等法」

施行 

  

１９８７（昭和６２） 
 ◆「西暦２０００年に

向けての新国内行動計

画」策定 

◆「２１世紀をめざすと

やま女性プラン」策定 

 

１９９０（平成２） 

◆国連経済社会理事会

「婦人の地位向上のた

めのナイロビ将来戦略

に関する第１回見直し

と評価に伴う勧告及び

結論」採択 

   

１９９１（平成３） 

 ◆「西暦２０００年に

向けての新国内行動計

画（第一次改定）」策定 

◆「育児休業法」公布

（平成４年施行） 

◆「富山県女性問題懇話

会」設置 

 

１９９２（平成４） 
 ◆初代婦人問題担当大

臣の設置 

◆「新とやま女性プラ

ン」策定 

 

１９９３（平成５） 

◆第４８回国連総会

「女性に対する暴力の

撤廃に関する宣言」採

択 

◆国連世界人権会議

（ウィーン） 

◆「パートタイム労働

法」成立 
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年 国際的な動き 国内の動き 富山県の動き 砺波市の動き 

１９９４（平成６） 

 ◆男女共同参画室設置 

◆男女共同参画審議会

設置（政令） 

◆男女共同参画推進本

部設置 

◆機構改革により、婦人

青少年課から女性青少

年課に名称変更 

 

１９９５（平成７） 

◆第４回世界女性会議

開催（北京） 

「北京宣言及び行動網

領」採択 

◆育児休業法の改正

（介護休業制度の法制

化） 

  

１９９６（平成８） 
 ◆「男女共同参画２０

００年プラン」策定 

  

１９９７（平成９） 

 ◆男女共同参画審議会

設置（法律） 

◆「男女雇用機会均等

法」改正 

（平成１１年施行） 

◆「介護保険法」公布

（平成１２年施行） 

◆「富山県男女共同参画

懇話会」設置 

◆「とやま男女共同参画

プラン」策定 

◆女性総合センター

（現：県民共生センター

「サンフォルテ」）開館 

 

１９９９（平成１１） 

 ◆「男女共同参画社会

基本法」公布、施行 

◆「食料・農業・農村

基本法」公布・施行 

◆「男女雇用機会均等

法」「労働基準法」「育

児・介護休業法」改正

施行 

  

２０００（平成１２） 

◆国連特別総会「女性

２０００年会議：２１

世紀に向けての男女平

等・開発・平和」（ニュ

ーヨーク）「政治宣言」

「成果文書」採択 

◆「男女共同参画基本

計画」閣議決定 

◆「ストーカー行為等

の規制等に関する法

律」施行 

 ◆「となみ男女共同参

画プラン」策定 

◆砺波市男女共同参

画推進員設置 

２００１（平成１３） 

 ◆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」公布、

施行 

◆「仕事と子育ての両

立支援策の方針につい

て」閣議決定 

◆「富山県男女共同参画

推進条例」公布、施行 

◆「富山県男女共同参画

審議会」設置 

◆「富山県民男女共同参

画計画」策定 

 

◆男女共同参画都市

宣言（旧砺波市） 

２００２（平成１４） 

  ◆機構改革により、女性

青少年課が再編され、男

女参画・ボランティア課

を設置 

 

２００３（平成１５） 

 ◆「次世代育成支援対

策推進法」公布、施行 

◆「少子化社会対策基

本法」公布、施行 

  

２００４（平成１６） 

 ◆「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保

護に関する法律」改正、

施行 

 ◆旧砺波市と旧庄川

町が合併し、新「砺波

市」となる 

◆砺波市男女共同参

画推進員設置４５名 

 

２００５（平成１７） 

◆第４９回国連婦人の

地位委員会（国連「北

京＋１０」世界閣僚級

会合）（ニューヨーク） 

◆「男女共同参画基本

計画（第２次）」閣議決

定 

◆「女性の再チャレン

ジ支援プラン」策定 

 ◆「砺波市男女共同参

画社会に関する意識

調査」実施 

◆「男女共同参画都市

宣言」制定 

◆砺波市男女共同参

画推進条例」公布、施

行 
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年 国際的な動き 国内の動き 富山県の動き 砺波市の動き 

２００６（平成１８） 

◆東アジア男女共同参

画担当大臣会合 

◆「東京閣僚共同コミ

ュニケ」採択 

◆「男女雇用機会均等

法」改正（平成１９年

施行） 

◆「女性の再チャレン

ジ支援プラン」改定 

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する基本計画」策定 

◆「砺波市男女共同参

画推進計画」策定 

２００７（平成１９） 

 ◆「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保

護に関する法律」 

改正（平成２０年施行） 

◆「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進の

ための行動指針」策定 

◆「男女雇用機会均等

法」の一部改正、施行 

◆「富山県民男女共同参

画計画（第２次）」策定 

 

２００８（平成２０） 

 ◆「女性の参画加速プ

ログラム」男女共同参

画推進本部決定 

◆「次世代育成支援対

策推進法」改正（平成

２１年施行） 

  

２００９（平成２１） 
 ◆「育児・介護休業法」

改正（平成２２年施行） 

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する基本計画」改定 

 

２０１０（平成２２） 

◆第５４回国連婦人の

地位委員会（国連「北

京＋１５」記念会合）

（ニューヨーク） 

◆「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進の

ための行動指針」改定 

◆「第３次男女共同参

画基本計画」閣議決定 

 ◆「砺波市男女共同参

画推進計画策定のた

めの市民アンケート

調査」実施 

２０１１（平成２３） 

   ◆「砺波市男女共同参

画推進計画（第２次）」

策定 

２０１２（平成２４） 
  ◆「富山県民男女共同参

画計画（第３次）」策定 

 

２０１３（平成２５） 

 ◆「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保

護等に関する法律」 

改正（平成２６年施行） 

  

２０１４（平成２６） 

 ◆「次世代育成支援対

策推進法」改正、施行 

◆「パートタイム労働

法」改正（平成２７年

施行） 

◆機構改革により、男女

参画・ボランティア課か

ら男女参画・県民協働課

に名称変更 

 

２０１５（平成２７） 

 ◆「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関

する法律」公布、施行 

◆「第４次男女共同参

画基本計画」閣議決定 

 ◆「男女共同参画に関

するアンケート調査」

実施 
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男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号） 

                     最終改正 平成11年12月22日法律第160号（平成13年１月６日施行） 

 
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二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重

要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制

定する。  

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体

及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

  一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

  二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

 （男女の人権の尊重）  

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され

ることを旨として、行われなければならない。 

 （社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会

の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における

活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政

策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外

の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

 （国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

 （国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を

総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
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 （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。  

  一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

  二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項  

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

めなければならない。  

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

なければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

 （都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

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

かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

 （国民の理解を深めるための措置） 

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を

講じなければならない。 

 （苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響

を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要

な措置を講じなければならない。 

 （調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 （国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 
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 （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 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 （以下 略） 

 

 （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。 
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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。 

 （総理府設置法の一部改正） 

第４条 総理府設置法（昭和 24年法律第 127号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第四号の次に次の一号を加える。 

  四の二 男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）第 13条第３項の規定に基づき、 

  同条第一項に規定する男女共同参画基本計画の案を作成すること。  
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

                

 

(平成13年4月13日) 

(法律第31号) 

最終改正 平成26年4月23日同第28号 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条・第二条) 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等(第二条の二・第二条の三) 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等(第三条―第五条) 

第三章 被害者の保護(第六条―第九条の二) 

第四章 保護命令(第十条―第二十二条) 

第五章 雑則(第二十三条―第二十八条) 

第五章の二 補則(第二十八条の二) 

第六章 罰則(第二十九条・第三十条) 

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。 

(平一六法六四・一部改正) 

第一章 総則 

(定義) 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体

に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様

の事情に入ることを含むものとする。 

(平一六法六四・平二五法七二・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

(平一六法六四・追加、平一九法一一三・改称) 

(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。 
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(平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正) 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

(配偶者暴力相談支援センター) 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴

力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての

機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介す

ること。 

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

三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五

条及び第八条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。 

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

を行うこと。 

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

行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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) 
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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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・追加) 

(福祉事務所による自立支援) 

第八条の三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務

所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者

の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(平一六法六四・追加、平二六法二八・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・追加) 

第四章 保護命令 

(保護命令) 

第十条 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加え

る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた者に限る。以下この章において同じ。)

が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力(配

偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)により、

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。)により、その生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとす

る。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共に

する場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及

び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者

に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 
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四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い

て送信し、又は電子メールを送信すること。 

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

に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文

書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子(以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第三号において単に「子」という。)と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに

足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を

発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算

して六月を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学

する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当

該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を

有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第四号において「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要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。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(管轄裁判所) 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住

所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(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
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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。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(保護命令事件の審理の方法) 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ

とができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があ

るときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴

力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及

びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶

者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求

めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(即時抗告) 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護

命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず

ることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければ

ならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその

内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用

する。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(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
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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。 

(平一六法六四・平一九法一一三・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・全改、平一九法一一三・一部改正) 

(事件の記録の閲覧等) 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、

相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又

は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

(法務事務官による宣誓認証) 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を

行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務

官に第十二条第二項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認証を行わせることが

できる。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(国の負担及び補助) 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項

第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

(平二五法七二・追加) 

(この法律の準用) 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共

同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当

該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び

当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは

「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者(第二十八条の二に規定する関係にある相手か

らの暴力を受けた者をいう。以下同じ。) 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関

係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項ま

で、第十一条第二項第二号、

第十二条第一項第一号から第

四号まで及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合 

(平二五法七二・追加) 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。

次条において同じ。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(平二五法七二・一部改正) 

第三十条 第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の二

において読み替えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

(平一六法六四・平二五法七二・一部改正) 

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。 

(平一六法六四・一部改正) 

(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。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 
(平成27年9月4日) 

(法律第64号) 

 

目次 

第一章 総則(第一条―第四条) 

第二章 基本方針等(第五条・第六条) 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針(第七条) 

第二節 一般事業主行動計画(第八条―第十四条) 

第三節 特定事業主行動計画(第十五条) 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表(第十六条・第十七条) 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置(第十八条―第二十五条) 

第五章 雑則(第二十六条―第二十八条) 

第六章 罰則(第二十九条―第三十四条) 

附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の

人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応で

きる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

(基本原則) 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自

らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態

の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭

生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること

を旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

(基本方針) 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 
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イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければなら

ない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

(都道府県推進計画等) 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項におい

て「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行

動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の

策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が

三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の

状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した

上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につい

て、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場

合について、それぞれ準用する。 

(基準に適合する一般事業主の認定) 
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第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生

労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである

旨の認定を行うことができる。 

(認定一般事業主の表示等) 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」という。)は、商

品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省

令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

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

ない。 

(認定の取消し) 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消す

ことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

(委託募集の特例等) 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承

認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十

六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律

により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主

を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員

である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関す

る相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行う

ための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承

認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生

労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一

項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、

同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、

同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合につい

て、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあ

るのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ

うとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十二条第四項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方

法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

(一般事業主に対する国の援助) 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるもの

とする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」と

いう。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主



  

 
 

93 

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める

女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職

員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるため

の措置を講じなければならない。 

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

い。 

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

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定

期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に

公表するよう努めなければならない。 

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

(職業指導等の措置等) 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、

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

助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものと

して内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(財政上の措置等) 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(国等からの受注機会の増大) 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他

の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は物件の調達に関し、予算

の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」

という。)の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

(啓発活動) 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業
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生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

(協議会) 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う

国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第十八条第一項の規定により国が

講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」と

いう。)を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による事務の委託

がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図る

ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

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

ばならない。 

(秘密保持義務) 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(協議会の定める事項) 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般

事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

(権限の委任) 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところ

により、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

(政令への委任) 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)

及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

(この法律の失効) 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 
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２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定(同条に係る

罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

(政令への委任) 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

(検討) 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある

と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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 私たちは、男女平等を基本理念とし、お互いに一人の人間

として尊重し合い、あらゆる分野に共に参画し、「こころ豊

かで住みよいまち」砺波市をめざし、ここに「男女共同参画

都市」を宣言します。

男 女 共 同 参 画 都 市 宣 言

平成 17 年 9 月 21 日

砺波市男女共同参画推進計画（第３次）

砺波市企画総務部企画調整課
平成28年３月

〒939-1398　砺波市栄町７番３号

TEL（0763）33-1111（代表）
FAX（0763）33-5325

メールアドレス　　　kikaku@city.tonami.lg.jp
ホームページアドレス　http://www.city.tonami.toyama.jp


	計画書　表紙
	はじめに・目次
	第１章　計画の策定にあたって
	第２章　基本的な考え方
	第３章　計画の内容
	第４章　計画の推進
	参考資料
	計画書表紙　裏面

