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表紙には、Freepik.comの画像を使用しています。

شঌش४॔ॻঞ५ https://www.city.tonami.lg.jp



は じ め に

少子高齢化の進行、人生１００年時代の到来、家族形態及び雇用形態の多様化、ＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）の進展など、私たちを取り巻く社会情勢は急速

に変化し、解決すべき課題は山積しています。加えて、今般の新型コロナウイルス感染

症の感染拡大によって、雇用の減少、家事・子育て・介護の家庭における役割分担の偏

り、在宅時間の増加による虐待及びドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の増加など、

特に女性をめぐる社会的な問題も顕在化しました。

これらを受け、ひとりひとりが互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かちあい、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

実現は、これからの持続可能な社会の実現のために不可欠であることは明らかです。

現在、平成２７年（２０１５年）に、国連で採択された、持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）の達成目標の一つでもあり、東京２０２０オリンピック･パラリンピック

を契機に、ジェンダーや多様性への関心は高まっています。

このような中、令和 2年１２月に国が策定した「第 5次男女共同参画基本計画」を

踏まえるとともに、昨今の社会情勢等を鑑み、性的少数者いわゆるＬＧＢＴＱ＋及び多

様性の理解促進、また、パートナーシップ制度の検討、さらには感染症などへの対応等

の視点を新たに加え、この度「砺波市男女共同参画推進計画（第４次）」を策定しまし

た。

今後、本計画の総合目標に掲げました「ひとりひとりが ともにかがやき ささえあ

う となみへ」を目指し、性別による役割分担意識の解消や性の多様性への理解促進等

の意識づくり、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現等、市民ひとり

ひとりが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男女

共同参画社会の実現に向け、引き続き、推進してまいります。

結びに、本計画の策定にあたり、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多くの皆様に、心から感謝申し上げます。

令和４年３月

砺波市長 夏 野 修
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第１章 計画策定の概要

１ 計画策定の趣旨

少子高齢化が進んで人口減少社会へ突入し、グローバル化する社会状況において、成熟し

た活力ある社会をつくっていくためには、ひとりひとりが、互いに人権を尊重し多様性を認

め、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することがより重要となっています。

我が国の女性の社会参画状況をみると、社会進出における各国の男女格差を測るジェンダ

ーギャップ指数（ＧＧＩ）は１５３か国中１２１位と、依然として低い水準にあります。近

年、性的少数者（ＬＧＢＴＱ＋）に関する認識や自治体の取組が広がり、男女にとらわれな

い性の多様性の理解促進策についても検討する必要性が高まっています。

加えて、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、外出自粛や休業等による生活

不安やストレスから、ＤＶ（配偶者や恋人等親密な関係にある人からの暴力、ドメスティッ

ク・バイオレンス）や性暴力の増加・深刻化が懸念されています。非正規雇用労働者、宿泊、

飲食サービス業等への影響が大きいことから、女性の雇用、所得に特に影響が現れる等、男

性と女性に対して異なる社会的・経済的影響が出ており、こうした変容を踏まえた「新たな

日常」の実現に向けて取り組む必要があります。

本市においては、平成１７年（２００５年）の「砺波市男女共同参画推進条例」制定以来、

男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進していく上での基本計画と

して、３次にわたる推進計画を策定し、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち

あい、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向

けて、取組を進めてきました。しかし、性別による固定的役割分担意識が依然として残って

いることから、引き続き、男女共同参画社会実現の取組を推進するため、国及び富山県の動

きや方向性に基づき、第３次計画における取組を総括し、アンケート調査に基づく市民の意

識、関係機関の意見等を踏まえ、本市における男女共同参画に関連する様々な分野の取組を、

総合的かつ計画的に推進することを目的とし、新たに「砺波市男女共同参画推進計画（第４

次）」を策定するものです。
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２ 計画策定の背景

（１） 国際的な男女共同参画の流れ

国連は、昭和５０年（１９７５年）を「国際婦人年」、翌年からの１０年を「国連婦人の

１０年」として、あらゆる女性差別の撤廃と男女平等社会の実現に向け、世界各国が取り組

むことを提唱し、「世界行動計画」が採択されました。昭和５４年（１９７９年）には、「女子

差別撤廃条約」が採択されました。

平成２７年（２０１５年）９月に開催された国連持続可能な開発サミットにおいて、「持続

可能な開発のための２０３０アジェンダ」が採択され、２０３０年までに持続可能でよりよ

い世界を目指す国際的な指標としてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が定められました。こ

の１７の目標の一つに、「ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う」

ことが示されました。さらに、全ての目標とターゲットにおける進展において、ジェンダー

平等の実現及びジェンダー視点の主流化が不可欠なものとして位置付けられました。

令和元年（２０１９年）１２月に世界経済フォーラムが発表した世界各国の男女格差を測

る指数のジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）は、我が国は１５３か国中１２１位（前年は

１４９か国中１１０位）であり、依然として男女間の格差があります。

（２） 国の動き

昭和６０年（１９８５年）の「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」の改正等法律の整備が行われました。平成元年（１９８９年）告示の学習

指導要領において、家庭科が小学校から高等学校までの男女共通の必修教科とされました。

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

位置付けた「男女共同参画社会基本法」が施行し、これに基づき「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。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な提言がされています。

関係法令として、平成１３年（２００１年）施行の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（配偶者暴力防止法。以下「ＤＶ防止法」という。）」については、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等制度の充実が図られてきていま

す。また、令和元年（２０１９年）６月に「児童虐待防止法」等の一部改正法においては、そ

の中で「ＤＶ防止法」も改正され、配偶者暴力相談支援センターと相互に連携すべき関係機

関として、児童相談所が明確化されました。

平成２７年（２０１５年）８月に「女性活躍推進法」が成立し、女性活躍を促すために企業
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が行うべき事業主行動計画の策定が義務付けられました。さらに、令和元年（２０１９年）

５月には同法の一部改正により、一般事業主行動計画策定義務の対象が中小企業にも拡大さ

れています。

平成３０年（２０１８年）５月に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が

成立しました。国会及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等とな

ることを目指すこと等を基本原則とした、国・地方公共団体の責務等を定めています。

また、平成３０年（２０１８年）６月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関

する法律（働き方改革関連法）」が成立し、長時間労働の上限規制、有給休暇取得の一部義務

化等が始まり、企業のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた取組が

拡大しつつあります。

令和２年（２０２０年）１２月には、「第５次男女共同参画基本計画」の策定をはじめ、「働

き方改革関連法」の成立、「女性活躍推進法」の一部改正等があり、男性中心型労働慣行の変

革を含めたワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍推進等の様々な取組が進められて

います。

（３） 富山県の動き

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４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、「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）」、平成２４年（２０１２年）３月に「富山県民男女共同参画計画（第３次）」、

平成３０年（２０１８年）３月に「富山県民男女共同参画計画（第４次）」が策定されました。

併せて、平成１８年（２００６年）に策定の「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（２００９年）３月に「富山県ＤＶ対策基本計画

（第２次）」、平成２８年（２０１６年）３月に「富山県ＤＶ対策基本計画（第３次）」、令和３

年（２０２１年）３月に「富山県ＤＶ対策基本計画（第４次）」が策定され、現在、社会全体

でのＤＶの根絶を目指しています。

（４） 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、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

の主要施策の一つにある「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」

を位置付けました。「第２次砺波市総合計画」（平成２９年～令和８年）においても、「市民協

働の推進」の主要施策に、「人権尊重・男女共同参画の推進」を位置付けて取り組んでいます。
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さらに、平成１７年（２００５年）９月に「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。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」、平成２３年（２０１１年）３月に「砺波市男女共同

参画推進計画（第２次）」、平成２８年（２０１６年）３月に「砺波市男女共同参画推進計画

（第３次）」をそれぞれ策定し、固定的性別役割分担意識の解消やワーク・ライフ・バランス

の実現を主な課題に掲げ、男女共同参画を推進してきました。
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砺波市男女共同参画推進計画（第４次）

３ 計画の位置付けと期間

本計画は、「男女共同参画社会基本法」及び「砺波市男女共同参画推進条例」に基づき策定

するものです。併せて、計画の体系の基本目標中に、「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（女性活躍推進法）」に基づく「女性活躍推進計画」として、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」に基づく「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（ＤＶ防止基本計画）」として位置付ける取組事項

を設けています。

なお、以下の法律、条例に基づき、各計画との連携・整合性を図ることとし、計画の推進に

当たっては、「第２次砺波市総合計画」を上位計画として、他の計画との整合性を図るものと

します。

また、本計画は期間を令和４年度（２０２２年度）から令和８年度（２０２６年度）の５年

間とします。

男女共同参画社会基本法

・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

・砺波市女性活躍推進計画

・砺波市ＤＶ防止基本計画

連携・整合

第２次砺波市総合計画

砺波市男女共同参画推進条例

整 合

・砺波市子ども・子育て支援

事業計画（第２期）

・砺波市健康プラン２１

（第２次）

・砺波市高齢者保健福祉計画

（第８期） 等
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第２章 本市の状況

１ 人口等の現状

（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。昭和４５年

（１９７０年）以降増加に転じ、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、緩やかな減少傾向に転じ、平成２７年（２０１５年）には

４９，０００人、令和２年（２０２０年）には４８，１５４人となっています。

また、住民基本台帳に基づく人口の推移をみると、自然動態については、出生数は減少傾

向にあり、死亡数は増加傾向にあります。一方で、社会動態については、平成１８年

（２００６年）頃までは大幅な転入超過が続いていましたが、平成１９年（２００７年）以

降は転入と転出が均衡状態に転じています。

表１ 砺波市の人口の推移

7,412 7,294 7,427 7,287 6,733 5,911 

29,656 30,450 30,658 29,899
28,209 27,087 

8,850
10,348 11,111 12,103

13,837 14,593 

45,918
48,092 49,429 49,410 49,000 48,154 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）

資料：国勢調査 各年１０月１日現在

※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

15 歳未満

65 歳以上

15～64 歳

合計
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800
1,056

1,159
1,175

984
1,149
1,125

1,344
1,712

1,927
1,586

1,450
1,341

1,551
1,917

1,128
836

535
250

47
6

01,0002,0003,000

男

811
956

1,129
1,089

954
979
1,060

1,248
1,582

1,941
1,612

1,389
1,440

1,728
1,896

1,471
1,173

1,125
659

233
38

0 1,000 2,000 3,000

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100歳以上

女

（２） 年齢別人口の状況

男女とも７０歳前後のいわゆる第１次ベビーブーム世代、４５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歳前後の人口が少なくなっています。

人口構造をみると７０～７４歳の人口が多くなっており、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歳未満の年少人口の割合が平成７年

（１９９５年）の１６．１％から令和２年（２０２０年）の１２．４％へと３．７ポイント減

少している一方、６５歳以上の人口の割合は平成７年（１９９５年）の１９．３％から令和

２年（２０２０年）の３０．７％へと１１．４ポイント増加しており、少子高齢化が進行して

います。

表２ 砺波市の年齢別人口

資料：国勢調査（令和２年）

（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

16.1 15.2 15.1 14.8 13.8 12.4

64.6 63.3 62.3 60.7 
57.8 56.9

19.3 21.5 22.6 24.5 28.4 30.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

65歳以上

15～64歳

15歳未満

資料：国勢調査
各年１０月１日現在
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（３） 少子化の進行

出生数の推移をみると、平成１３年（２００１年）には５２５人、平成１６年

（２００４年）には５０９人となるなど５００人を超える年もみられましたが、その後は緩

やかな減少傾向に転じ、令和元年（２０１９年）には２９５人となっています。

また１人の女性が一生涯に産む平均の子どもの数を表す合計特殊出生率は、平成２５年

（２０１３年）から平成２９年（２０１７年）では１．５４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。

少子化の進行は働き手（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

等につながり、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の確保として、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：人口動態統計（ベイズ推定値）

1.76

1.56

1.44

1.36
1.31

1.38
1.43

1.79

1.59

1.50 

1.44 1.39 1.43 1.49

1.89

1.67

1.55

1.46
1.52 1.52 1.54

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

昭和５８～

６２年

昭和６３～

平成４年

平成５～

９年

平成１０～

１４年

平成１５～

１９年

平成２０～

２４年

平成２５～

２９年

砺波市
富山県

国
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（４） 家族形態の変化

平成２７年（２０１５年）実施の国勢調査によると、富山県は三世代同居率（国５．７％）

が高い（富山県１３．２％）こともあり、結婚、出産後も働き続ける女性が多く、共働き率は

全国４位の５５．９％と高くなっています。

三世代で同居している世帯では、祖父母に子どもをあずけられる環境にあり女性の社会進

出を後押ししていると言えます。

本市においては、三世代同居率は１９．３％と国や富山県の数値よりもさらに高い状況に

ありますが、単身世帯や核家族世帯が増加していることから年々減少傾向にあります。少人

数の家族だけでは、子育てや介護が難しくなっていることから、家族で支えあう意識啓発と

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
各年１０月１日現在

7.0% 8.0%

11.1%
14.3%

18.1%
19.7%

22.4%
26.3%

37.0%
35.1%

30.2%
31.8% 26.6%

22.9%

19.3%
14.8%

39.9%
41.5%

44.2%
47.1% 48.6%

50.6% 52.1% 52.7%

29.6%
27.0%

23.3%
14.3%

19.0%

16.1%
13.2%

10.1%

14.4%
12.1%

10.5% 10.1% 8.6% 7.1% 5.7% 4.2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

三世代世帯（市）

核家族世帯（市）

単身世帯（市）

三世代世帯（全国）

三世代世帯

（県）
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11.9%

78.0%

85.2%
79.5%

84.2%
87.1%

90.1%89.3%

81.7%

60.9%

19.6%
14.1%

81.9%

97.4% 97.6%
98.4%98.7%98.5%

97.6% 96.6%

84.7%

37.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15
～

19
歳

20
～

24
歳

25
～

29
歳

30
～

34
歳

35
～
39

歳

40
～
44

歳

45
～

49
歳

50
～
54

歳

55
～

59
歳

60
～

64
歳

65
歳

～

女性（市）

女性（県）

女性（国）

男性（市）

男性（県）

男性（国）

（５） 女性の就業

平成２７年（２０１５年）実施の国勢調査によると、本市の１５歳以上の女性の就業率は

５３．５％で、富山県の女性の就業率５０．８％よりも高くなっています。特に、１５歳～

６４歳の女性の就業率は、全国６４．９％、富山県７２．０％のところ、本市は７９．９％と

大変高い状況にあります。「富山県民は勤勉」と言われ、就業率、平均勤続年数、共働き率が

全国トップレベルにありますが、本市においても働く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、国・県・市とも男性が２０歳代後半から５０歳代ま

で９６％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アルファベットのＭのような形となって、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全体的に高いものの、Ｍ字カーブの底は県のグラ

フよりも深くなっており、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 年齢階級別労働力率

資料：国勢調査（平成２７年）
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２ 市民アンケート調査の結果概要

本市において、令和２年１１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。

〔調査の概要〕

調査時期 令和２年１１月２日～１１月２３日 ２２日間

調査対象 ２０歳以上の市内居住者

標本数 １，３００人

抽出方法 住民基本台帳より無作為抽出

調査方法 郵送配布、郵送回収・インターネット回答

回収数 ６８２件（郵送５５１件、インターネット１３１件）

回収率 ５２．５％（インターネット回答の割合 １９．２％）

〔回答者の属性〕

男性

48.2%

女性

51.3%

無回答

0.4%

性別
29歳以下

6.2%

30～39歳

7.6%

40～49歳

20.1%

50～59歳

17.6%

60～69歳

22.0%

70歳以上

26.4%

無回答

0.1%
年齢

未婚

12.5%

既婚

71.8%

離別・死別

12.0%

無回答

3.7%
配偶者の有無

二世代世帯

（親と子）

43.4%

三世代世帯

（親と子と孫）

25.2%

夫婦

21.4%

単身世帯

7.9%

その他

1.3%
無回答

0.7%

家族構成
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（１） 男女共同参画社会

各分野における男女平等については、全体的に男性の方が優遇されていると感じる人が多

く、中でも「政治の場で」、「社会通念・習慣・しきたりなどで」感じている人が多くなってい

ます。一方「学校教育の場で」は、半数以上の人が「平等」と回答しています。

前回の平成２７年（２０１５年）の調査結果と比較すると、職場で男性の方が優遇されて

いるとする人は若干減少しているものの、その他の場面については男性の方が優遇されてい

ると感じる人が増えています。

本市ではこれまで講座や情報提供等での啓発活動を続けてきましたが、依然として多くの

場面で男性優位であると思う人が多数を占めています。

■各分野における男女共同参画社会についてどのように思いますか。

15.7

17.3

18.2

3.1

31.7

14.0 

30.7

44.9

47.4

41.4

18.2

42.6

28.8

45.9

27.5

24.2

24.2

53.5

12.5

37.4

13.7

5.0 

3.4

4.3

1.5

0.6

3.2

0.9

0.6

0.2

0.9

0.5

0.3

0.8

0.5

6.2

7.6

11

23.1

12.3

15.8

8.3

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

家庭生活で

地域活動の場で

職場で

学校教育の場で

政治の場で

法律や制度の上で

社会通念・習慣・しきたりなどで

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

平等

どちらかといえば、女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている

わからない

n=682
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（２） 家庭生活

アンケート回答者のうち、配偶者のいる４９０人の、家庭における家事の分担状況は、夫

の分担が比較的多いのは「ゴミ出し」で、その他の家事は妻が多く分担していました。

また乳幼児がいる１４５人の育児の分担状況は、「主に妻」が半数以上を占め、高齢の要介

護者がいる１３９人の介護の分担状況は、「夫婦共同（同じ程度）」がやや多くなっています。

平成２７年の前回調査と比較すると、「育児（乳幼児がいる場合）」については、「主に妻」

と「夫婦共同（同じ程度）」が増えています。全体的には「主に妻」の分担が多少減って、「主

に夫」や「夫婦共同（同じ程度）」が増えています。

■現在、あなたの家庭では、次の家事等を、主に誰が分担していますか。

（配偶者のいる方の回答）

5.3 

2.8 

7.1 

39.1 

0.6 

4.4 

61.8 

78.8 

67.7 

28.9 

62.3 

37.1 

26.1 

10.0 

18.5 

21.1 

30.2 

34.0 

0.2 

0.4 

0.6 

2.1 

0.6 

2.5 

5.1 

7.0 

4.2 

5.2 

4.3 

13.8 

0.6 

0.8 

1.9 

0.6 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

1.3 

1.9 

6.9 

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

掃除

食事のしたく

食事の後片付け、食器洗い

ゴミ出し

育児(乳幼児がいる場合)

お年寄りの介護(該当者がいる場合)

 夫

妻

夫婦共同（同じ程度）

 (自分または配偶者の)父親

 (自分または配偶者の)母親

子ども(男)

子ども(女)

n=682
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（３） 仕事

女性が働き続けることを困難にすると思われることは、「出産・育児」が７２．３％と最も

多く、次いで「働き続けられるような職場の条件・制度が不十分」が４２．８％、「高齢者や

病人の世話」が３９．６％の順となっています。

これは平成２７年の前回調査と同様の傾向であり、子育てや介護等の家庭の事情が大きな

障害となっています。働き続けられるための職場の条件・制度が不十分と感じている状況が

うかがえます。

■女性が働き続けることを困難にすると思われることは何ですか。〈複数回答〉

72.3 

42.8 

39.6 

21.4 

17.0 

12.9 

9.4 

9.2 

7.5 

6.9 

2.5 

2.1 

2.1 

1.0 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 

出産・育児

働き続けられるような職場の条件・制度が不十分

高齢者や病人の世話

家事

家族の理解や協力が得られない

自分の健康

夫の転勤

女性はすぐ辞める、労働能力が劣るという考え方

職場での結婚・出産退職の慣行

昇進・教育訓練などにおける男女の不公平な取扱い

仕事の内容にやりがいがない

困難にすることはない

わからない

その他

無回答

n=682
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（４） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現

① 企業に必要な取組

ワーク・ライフ・バランスが実現された社会に近づくために、企業に必要な取組につい

ては、「男女ともに育児・介護休業を取りやすく、復帰しやすい仕組みづくり（休業中の代

替要員の確保、休業者への情報提供、職業能力の開発・向上等）」が５８．２％で最も多く、

次いで「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

４４．１％、「時間短縮勤務など、柔軟な働き方の実現」が４４．０％となっています。

平成２７年の前回調査と比較すると、「男女ともに育児・介護休業を取りやすく、復帰し

やすい仕組みづくり」が４．５ポイント減、「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４．２ポイント減、「育児・介護で仕事を休んでも不利にな

らない人事評価制度」が４．９ポイント減となっています。一方で「企業の経営者や管理職

の意識改革」が５．１ポイント増、「時間短縮勤務など、柔軟な働き方の実現」が３．６ポ

イント増となっています。

■「ワーク・ライフ・バランスが実現された社会」に近づくために、企業においてどのような

取組が必要だと思いますか。〈複数回答〉

58.2 

44.1 

44.0 

43.1 

40.0 

36.1 

35.0 

30.5 

11.1 

0.9 

5.1 

0% 50% 100% 

男女ともに育児・介護休業を取りやすく、復帰しやすい仕組みづくり（休...

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

時間短縮勤務など、柔軟な働き方の実現

企業の経営者や管理職の意識改革

年次有給休暇を取りやすい職場づくり

パートタイム勤務者に対する賃金・労働条件などの待遇改善

育児・介護で仕事を休んでも不利にならない人事評価制度

長時間労働の抑制のための業務見直しや要員の確保、職場の風土改革

テレワークの導入

その他

無回答

n=682

男女ともに育児・介護休業を取りやすく、復帰しやすい仕組みづくり

（休業中の代替要員の確保、休業者への情報提供、職業能力の開発・向上など）
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② 行政に必要な取組

ワーク・ライフ・バランス実現のために行政に必要な取組については、「育児や介護施設・

サービスの充実」が５７．５％と最も多く、次いで「積極的に取り組む企業への支援」が

４８．２％、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現のための意識啓発」が

３０．２％の順となっています。

平成２７年の前回調査と比較すると、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

実現のための意識啓発」が４．１ポイント増、「男性の子育て等への関わりの促進」が

３．９ポイント減となっています。

■「ワーク・ライフ・バランスが実現された社会」に近づくために、行政においてどのような

取組が必要だと思いますか。〈複数回答〉

57.5 

48.2 

30.2 

22.9 

1.2 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 

育児や介護施設・サービスの充実

積極的に取り組む企業への支援

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和）実現のための意識啓発

男性の子育て等への関わりの促進

その他

無回答

n=682
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（５） 仕事と家庭生活・地域活動

仕事と家庭生活・地域活動について、女性、男性それぞれの生き方として望ましいと思う

生き方は、男性は「家庭生活・地域活動にも携わるが、あくまで仕事を優先させる」が

３９．７％で最も多く、女性は「家庭生活・地域活動と仕事を同じように両立させる」が

４２．１％と最も多くなっています。総じて男性は仕事優先、女性は家庭生活や地域活動優

先の傾向がとらえられます。

年齢別にみると、女性、男性ともに、若い世代ほど仕事優先よりも家庭・地域活動との両立

する生き方を望む回答が増加しています。

■仕事と家庭生活・地域活動について、女性、男性それぞれの生き方として望ましいと思う

のは、どのような生き方でしょうか。

4.3

39.7

38.7

4.4

0.1

4.8

7.9

0.6

9.2

42.1

26.5

4.7

8.5

8.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

家庭生活・地域活動よりも仕事に専念する

家庭生活・地域活動にも携わるが、あくまで仕事を優先させる

家庭生活・地域活動と仕事を同じように両立させる

仕事にも携わるが、家庭生活・地域活動を優先させる

仕事よりも家庭生活・地域活動に専念する

わからない

無回答

男性の生き方

女性の生き方

n=682
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（６） 政策・方針決定への参画

女性の意見が政治や行政に反映されていると思うかという設問に対しては、「十分反映され

ている」が６．９％、「ある程度反映されている」が３７．０％であり、合わせて４３．９％

の人が「反映されている」としています。一方、「あまり反映されていない」が４０．８％、

「ほとんど反映されていない」が６．７％であり、合わせて４７．５％の人が「反映されてい

ない」としています。「反映されている」より「反映されていない」とする人が３．６ポイン

ト多くなっています。

平成２７年の前回調査と比較すると、「反映されている」が６．４ポイント増加し、「反映

されていない」が５．４ポイント減少しています。

男性より女性の方が、また年齢の若い世代で「反映されていない」とした回答が多くなっ

ています。

女性の意見が政治や行政に反映されていないとした５７６人に、政策・方針決定の場に女

性の参画が少ない理由についてきいたところ、「男性優位の組織運営があるから」が５３．１％

と最も多く、次いで「女性自身が参画することに消極的であるから」が３９．９％、「○○会

長は男性がするものといった従来からの性別役割分担意識があるから」が３８．４％の順と

なっています。

■政策・方針決定の場への女性の参画が少ないのはどのような理由からだと思いますか。

〈複数回答〉

53.1

39.9

38.4

34.4

27.3

14.8

6.6

2.8

7.8

1.9

0% 20% 40% 60%

男性優位の組織運営があるから

女性自身が参画することに消極的であるから

○○会長は男性がするものといった従来からの性別役割分担意識があるから

女性の参画が重要であるという意識を持つ男性が少ないから

家族の理解や協力が得られないから

女性の活動を支援するネットワーク等が不足しているから

女性は必要な知識や判断力が十分でないから

その他

わからない

無回答

n=576
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（７） 災害対策

災害発生に伴う避難について、性別に配慮すべき対応は、「避難所の設備（男女別のトイレ・

更衣室・洗濯物干し場など）」が７４．０％と最も多く、次いで「乳幼児・高齢者・障がい者・

妊産婦等のサポート体制など」が５４．０％、「避難所運営の責任者に男女がともに配置され

ること」が３８．４％の順になっています。

女性は避難所の設備・備品やサポート体制等への配慮を望む意見が多いのに対し、男性は

避難所の運営への男女参画を多くあげています。

■災害発生に伴う避難について、性別に配慮した対応に必要なこと〈複数回答〉

74.0 

54.0 

38.4 

36.7 

28.4 

19.1 

1.2 

3.5 

0% 50% 100% 

避難所の設備（男女別のトイレ・更衣室・洗濯物干し場など）

乳幼児・高齢者・障がい者・妊産婦などのサポート体制など

避難所運営の責任者に男女がともに配置されること

備蓄品のニーズ把握、支給する際の配慮（女性用品など）

防災や災害復旧に関する会議に男女がともに参画すること

被災者に対する相談体制

その他

無回答

n=682
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（８） ＤＶ（配偶者や恋人等親密な関係にある人からの「暴力」）

今までに配偶者（夫又は妻）や恋人から身体的暴力（殴る、蹴る）や、精神的暴力（怒鳴る、

無視する）、社会的暴力（生活費を渡さない等）、性的暴力を受けたことがあると答えた

１０６人に、誰かに相談したか質問したところ、「相談した」が１８．９％、「相談しなかっ

た」が７２．６％、「相談できなかった」が８．５％との回答となりました。

「相談しなかった」、「相談できなかった」理由については、「相談しても無駄だと思ったか

ら」が４６．５％と最も多く、次いで「相談するほどのことではないと思ったから」が

４５．３％、「自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」が

３７．２％の順となっています。

■誰にも相談しなかった、相談できなかった理由は何ですか。

（あてはまるものすべてを選択）

46.5 

45.3 

37.2 

33.7 

20.9 

18.6 

9.3 

5.8 

2.3 

0% 50% 

相談しても無駄だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

はずかしくて誰にも言えないから

どこ（誰）に相談したらよいのかわからなかったから

相談したことがわかると、仕返しやもっとひどい暴力を受けると思ったから

その他

無回答

n=86
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（９） 性的少数者（セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱ＋）

性的少数者（セクシュアル･マイノリティ、ＬＧＢＴ等）という言葉の意味を知っているか

という設問に対しては、「意味を知っている」が６０．６％であり、一方「聞いたことはある

が、意味は知らない」が２０．５％、「知らない」が５．４％で、合わせて３５．９％の人が

知らないとしています。年齢区分別にみると、若い世代ほど「意味を知っている」が多く、年

齢が高くなるにつれて「聞いたことはあるが、意味は知らない」や「知らない」が多くなって

います。

性的少数者にとって偏見や差別等の人権侵害により生活しづらい社会だと思うかについて

は、「思う」が５２．５％、「思わない」が９．８％、「わからない」が３３．３％となってい

ます。

■現在の社会は性的少数者の方々にとって、偏見や差別等の人権侵害により生活しづらい

社会だと思いますか。

※アンケートの調査時点では、ＱｕｅｓｔｉｏｎｉｎｇやＱｕｅｅｒは「等」と質問し

ています。

52.5 9.8 33.3 4.4 

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

思う 思わない わからない 無回答

n=682
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（１０） 男女共同参画社会の形成

男女共同参画社会の形成のため、行政が力を入れるべきことについては、「政策や方針決定

の場への女性の積極的な登用」が４１．１％と最も多く、次いで「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３９．３％、「職場における男女の均等な取り

扱いの周知徹底」が３５．６％の順となっています。

■男女共同参画社会の形成のため、今後行政はどのようなことに力を入れていくべきだと思

いますか〈複数回答〉

41.1 

39.3 

35.6 

26.1 

21.4 

20.7 

12.5 

12.3 

7.5 

4.7 

0.6 

5.7 

5.6 

0% 50% 

政策や方針決定の場への女性の積極的な登用

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

職場における男女の均等な取り扱いの周知徹底

学校教育や社会教育・生涯学習の場で、男女の平等と相互の理解や協力について学習する機会の充実

民間企業・団体等の管理職に女性の登用推進

法律や制度の面での見直し

女性や男性の生きかたに関する情報提供や、交流・相談などの場の充実

女性の職業教育・訓練の機会の充実

性的少数者（セクシャル・マイノリティ、ＬＧＢＴ等）など様々な性の理解を深める取組み

広報誌やパンフレット、推進員などによる男女の平等と相互の理解や協力についてのＰＲ

その他

わからない

無回答

n=682

-23-



３ 第３次計画（前計画）の施策内容の振り返り

「砺波市男女共同参画推進計画（第３次）」については、計画期間を平成２８年度

（２０１６年）から令和３年度（２０２１年）の６年間（新型コロナウイルス感染症の影響

により、計画期間を１年間延長したもの）とし、「女と男が ともに支えあい認めあう 心つ
ひと ひと

ながるまちへ」を総合目標に掲げ、４つの基本目標を設定し、各種施策に取り組んできまし

た。

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

〈目標〉

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。

〈取組状況〉

・男女共同参画推進員と連携して、男女共同参画推進のつどいの開催、「広報となみ」への

推進員だより「ささえあい」の掲載、男性料理教室をはじめとする各地区の推進活動を通

しての意識啓発を行いました。

・キャリア教育を各小中学校で実施し、「１４歳の挑戦」や「職業調べ」を継続的に実施し

て、性別に関わりなく個性・能力が尊重される教育や進路指導を実施しました。

・ボランティアへのあらゆる世代の主体的な参画を促進しました。

〈課題〉

・男女平等・男女共同参画の意識づくりには、性別や年齢による意識差も大きいことから、

固定的な性別役割分担意識の解消への取組をはじめ、暮らしの中での気づきや学びにつな

げていくことができるよう、性別や年齢に応じた、より効果的な啓発を進めていく必要が

あります。

・三世代同居については、世代間の協力が期待される一方、男女の固定的な役割分担意識

により、男性の家事や子育てへの参画が進みにくい傾向も見られます。さらに、近年、単身

世帯や核家族等が増加していることから、家族ひとりひとりが主体的に家事・子育て・介

護に取り組む必要性が高まっています。

・市民アンケート調査では、「男性の方が優遇されている」又は「どちらかといえば、男性

の方が優遇されている」との回答が、家庭では６０．６％、地域では６４．７％でした。配

偶者のいる方の家事分担の状況は、前回の平成２７年の調査と比較して、夫の分担または

共同分担とする割合は増えているものの、多くの家事は妻が分担していました。

・地域においては、少子高齢化の進行、単身世帯の増加が進み、性別に関わらず、ひとりひ

とりが参加し、持続可能な地域づくりが求められています。
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基本目標Ⅱ 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

〈目標〉

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。

〈取組状況〉

・「男女雇用機会均等法」や「女性活躍推進法」等の関係法規の周知を行うとともに、女性

の継続就労や活躍推進をはじめ、全ての人が働きやすい職場づくりの推進に取り組みまし

た。

・市内事業所を対象にワーク・ライフ・バランス推進企業を募集し、選考した優良企業を男

女共同参画推進のつどいにおいて表彰しました。また、ワーク・ライフ・バランスレポート

を作成し、「広報となみ」、市ホームページ等で働きやすい環境づくりを普及啓発しました。

・出産や子育てを機に仕事を離れた後、就職を希望する人に対し、ママの再就職応援セミ

ナーを開催する等、再就職のためのスキルの習得に対する支援を行いました。

・子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター、放課後児童クラブ等を設置し、

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しました。

・介護サービスの内容充実を図るとともに、ほっとなみカフェ等介護を担う悩み等の相談

体制を強化しました。

〈課題〉

・「男女雇用機会均等法」や「女性活躍推進法」等の法規や制度の周知に加え、全ての人が

働きやすい職場づくりについて、啓発等を進める必要があります。

・市民アンケート調査では、ワーク・ライフ・バランスの実現のため、行政に必要な取組と

して、「育児や介護サービスの充実」、「積極的に取り組む企業への支援」、「実現のための意

識啓発」が多くあげられており、引き続き、これらの取組の強化が必要です。

・女性の理想の働き方について、子どもが生まれても、ずっと職業を続けたいという思い

を持ちながらも、現実には一旦職業をやめている状況がとらえられました。

・仕事と家庭を両立しながら働くことを希望する市民が、安心して働き続けられる子育て

支援や福祉・介護・障がい福祉サービス等の環境づくりの充実強化に、引き続き取り組む

必要があります。
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基本目標Ⅲ あらゆる分野における女性の参画拡大

〈目標〉

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。

〈取組状況〉

・審議会等の委員の選任に当たっては、積極的な女性の登用を進めました。計画策定時の

平成２７年度には２４．２％でしたが、令和２年度は２６．５％となっています。

・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

極的に推進しました。

・令和３年４月の砺波市議会議員選挙には過去最多の女性４人が立候補し、全員が当選し

ました。

・女性の団体・グループを対象とした講座・研修等を実施しました。

・女性の視点を取り入れた防災・減災対策を実施するため、女性防災士の育成や砺波市防

災会議への女性委員の参画に取り組みました。

・女性農業者の育成と活動の支援に取り組みました。

〈課題〉

・政策・方針の立案及び決定過程においては、男女それぞれの考えを十分に反映すること

が重要であることから、女性の登用や固定的な性別役割分担意識の解消に向けた取組を継

続的に進める必要があります。

・市民アンケート調査では、政策・方針の場に女性の参画が少ない理由として、「男性優位

の組織運営があるから」が最も多く、次いで「女性自身が参画することに消極的であるか

ら」、「○○会長は男性がするものといった従来からの性別役割分担意識があるから」の順

となっていました。組織運営の課題や、女性の側の消極性、固定的な性別役割分担意識の

強さが指摘されており、ひとりひとりが個人の意志で地域に積極的に参画できるよう啓発

していく必要があります。
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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

※「ＤＶ防止法」に定める基本計画

〈目標〉

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、障がいの有無にかかわらず、

全ての人が自立し、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。

〈取組状況〉

・学校、地域、家庭等において、人権教育の普及啓発のための講演会や研修会を実施しまし

た。

・若年層を対象としたＤＶ予防教育の一環として、市内の４中学校に講師を派遣し、親し

い間柄にある人権を互いに尊重しあえる関係について学ぶコミュニケーションセミナーを

開催しました。

・毎月、定期的に女性弁護士による法律相談会や女性のための悩み相談の実施や、相談窓

口の周知を行いました。

・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、がん検診や健康相

談、健康診査等を実施しました。

〈課題〉

・生涯を通じて健康で豊かな人生を送るためには、健康についての正確な知識・情報を得

て、心身ともに健康を維持する必要があることから、男女それぞれのライフステージに応

じて、性差を考慮した健康支援が必要です。

・様々なハラスメントやあらゆる暴力は、女性だけでなく男性が被害者になることも念頭

におき、家庭や地域・事業所・学校等で広報や啓発を行うとともに、学習の機会や情報提供

の充実・強化が求められています。

・男女共同参画の視点を取り入れた防災・減災対策を推進するため、引き続き、女性のニー

ズと意見の反映が進むような取組を実施していく必要があります。

・市民アンケート調査では、「配偶者や恋人等親密な関係にある人から、身体的、精神的、

社会的、性的な暴力を受けたことがある」との回答が多くあり、その内、相談しなかった人

は ７２．６％でした。その理由として、「相談しても無駄だと思ったから」、「相談するほ

どのことでないと思ったから」、「自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると

思ったから」との回答が多くありました。このことから、引き続き、予防啓発の取組と併

せ、相談機関や相談窓口の周知をはじめ、相談しやすい環境づくり、さらに被害者の支援

に向けた取組を推進する必要があります。また、ＤＶは児童虐待と密接に関わっているこ

ともあるため、必要に応じて関係部署、関係機関等につなぐための連携が必要になります。
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第３章 計画の内容

１ 基本理念

「砺波市男女共同参画推進条例（第３条）」に掲げられた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 総合目標と目指す将来像

総合目標

「ひとりひとりが ともにかがやき ささえあう となみへ」

市民ひとりひとりが互いを認めあい支えあいながら、家庭、地域、職場、学校等様々な分

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。

目指す将来像

家 庭

●家族を構成する個人ひとりひとりが

互いに尊重しあい、協力しあって

います。

●固定的な役割分担にとらわれず、

多様な価値観による「家族のあり方」

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、家族が主体的に

ともに子育てや教育、介護に

参加しています。

地 域 職 場（学校）
●ひとりひとりが主体的に地域活動

に参加し、住みよい地域になるよう、

意見を出しあって協力しています。

●多様な価値観を持つ人との交流が盛

んに行われ、互いを認めあい、尊重

しあっています。

●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。

●性別による不当な差別や人権侵害が

なく、互いに尊重しあい、ひとりひとり

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。

●ワーク・ライフ・バランスが実現し、

働きやすい職場環境でいきいきと

働いています。
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３ ＳＤＧｓとの関連性

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットで採択

された、「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、持続可能でよりよい

世界を目指すための国際目標です。１７のゴール、１６９のターゲットから構成され、地球

上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

このうち、５番目の「ジェンダー平等を実現しよう」をはじめ、本計画の推進をとおして

ＳＤＧｓの目標達成に貢献します。
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４ 基本目標

本計画では、基本理念、第３次計画の施策内容の振り返りや男女共同参画に係る社会情勢

の変化等を踏まえ、次の３つの考え方から、基本目標１、２、３を設定します。

（１） 市民ひとりひとりが、人生１００年時代において、それぞれのライフステージの各

段階で、自らの選択によって仕事と地域活動を含めた暮らしの両方において充実した

人生を送ることができるよう、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され、と

もに活躍できる社会となることを基本的な考え方とします。

また、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた意識啓発、男女が共同して参画す

る機会が確保され、男女それぞれの考えを十分に反映していくことが重要であること

から、女性の政策・方針決定過程への参画の推進に、引き続き、取り組みます。

（２） 男女がともに、ライフイベントと両立しながら安心して働き続けることができるよ

う、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進します。

また、職場における「女性活躍推進法」や育児休業制度の定着・促進に向け、企業等

への各種制度の周知に一層取り組みます。さらに、ＤＸ（デジタルトランスフォーメー

ション）の進展等による在宅ワーク等柔軟な働き方や暮らし方へ変化する中で、必要

に応じ、新たな啓発にも取り組みます。

（３） 女性への暴力の根絶に向けた取組等を進めてきましたが、厳しい状況は継続してい

ます。加えて、大規模な災害や感染症の流行において、女性や脆弱な状況にある人に

負担が集中する等、より深刻な影響を受ける懸念があることが表面化してきたことを

踏まえ、安全・安心のための取組を進めます。

また、近年顕在化してきた性的少数者（ＬＧＢＴＱ＋）に対する偏見等の解消にも

取り組みます。
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基本目標１ 意識づくり

あらゆる分野において、固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、互いにその人

権を尊重し、それぞれの個性と能力を発揮し活躍できる男女共同参画社会の実現に向け、慣

習・慣行の見直しと広報・啓発、教育・学習に積極的に取り組みます。

家庭・地域・政策決定の場等への女性・男性双方の参画を促すとともに、性別に関わらず主

体的に、自らの選択によって、仕事と地域活動を含めた暮らしの両方においていきいきとし

充実した社会の実現を目指します。

基本目標２ 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、職場における「女性活躍推進法」や育児

休業制度、介護休暇制度等の定着促進に向けた周知に取り組みます。子育て支援や保育サー

ビス、福祉・介護サービス等の支援体制を整備することにより、ひとりひとりがワーク・ラ

イフ・バランスを実現できる環境づくりを推進します。

女性、高齢者、障がい者をはじめとした年齢や性別によらない社会参画の推進、また、多文

化共生、性的少数者への理解を広げ、多様性を尊重し、全ての人が自立し、安心して暮らせ

る環境づくりを進めます。

基本目標３ 安全・安心づくり

人生１００年時代において、自分らしくいきいきと活躍するための取組として、生涯を通

じた健康支援を図ります。性差、ライフステージに応じた健康支援を推進するとともに、心

身の健康の保持・増進を支援します。

人権侵害となるあらゆる暴力の根絶に向けて、意識啓発やＤＶ被害者等困難を抱える人へ

の支援に取り組みます。さらに、大規模災害や感染症の流行への対応、女性・男性そして多

様な立場の人々が、ともに安全で安心な暮らしのための対策を推進します。

-32-



基本目標１

意識づくり

基本目標2

環境づくり

基本目標3

安全・安心
づくり

５ 計画の体系

総合目標 基本目標 取組事項 主 要 施 策

ऱ
ध
ॉ
ऱ
ध
ॉ
ऋ

ध
ु
प
ऊ
ऋ
ृ
ऌ

औ
औ
इ
ँ
अ

ध
ऩ
ा
ष

①慣習・慣行の見直し
②審議会・委員会等への女性の積極的な

登用
③女性の人材育成
④家庭での推進
⑤地域での推進

（２）意識啓発の推進 ⑥情報理解力の向上及び情報発信
⑦学習機会の充実

（４）多様な立場の人々が

安心して暮らせる

環境づくりの推進

⑬高齢者・障がい者・外国人等が安心して
暮らせる環境の整備

⑭ひとり親家庭等への支援

（６）あらゆる暴力の

根絶の推進
※「ＤＶ防止法」に

定める基本計画

【重点的取組事項】

（７）災害及び感染症対策の

推進
⑳男女共同参画の視点を取り入れた災害

及び感染症対策の推進

⑱あらゆる暴力を許さない意識啓発と
学習機会の提供

⑲相談窓口と支援体制の充実及び
関係機関との連携

（３）働き方や職場環境の
見直しの推進

※「女性活躍推進法」に

定める推進計画

【重点的取組事項】

（１）慣習・慣行の見直しの

推進

【重点的取組事項】

（５）生涯を通じた健康
づくりの推進

⑮ライフステージに応じた健康支援
⑯安心して妊娠・出産できる環境の整備
⑰心と体の健康支援

⑧ワーク･ライフ･バランス（仕事と
生活の調和）の推進

⑨多様で柔軟な働き方の促進
⑩保育や子育て支援の充実
⑪年齢や性別に関わりなく社会参画

できる環境づくり
⑫高齢者や障がい者の介護・自立支援の

充実
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６ 基本目標（各論）

基本目標１ 意識づくり

取組事項（１） 慣習・慣行の見直しの推進 【重点的取組事項】

〈現状と課題〉

女性の社会進出は進んでいるものの、依然として男性が中心となっており、市民アンケー

ト調査からも、「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」と答えた人が、慣習、家庭、地域、職場等いずれの分野についても多い現状があります。

政策・方針決定の場に女性の参画が少ない理由として、組織運営の課題や、女性の側の消極

性、固定的な性別役割分担意識が指摘されています。

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とらえる一方、

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

う傾向も見られます。

家庭生活においては、女性の就業率が高い状況で、女性が多くの家事や子育て、介護等を

担っている現状があります。さらには、核家族や単身世帯が増えつつある中、個人や身近な

家族だけの力では、子育てや介護が難しくなっている場合もあります。これらのことから、

家庭の中での、性別に関わらず、主体的な家事や子育て、介護等への参加を推進していく必

要があります。加えてＡＩやＩｏＴの活用により家事の負担を軽減することで、多様な暮ら

し方も可能となることから、デジタル技術を有効に活用していくことも求められています。

国では、若い女性の大都市圏への転入超過は、進学・就職のほかに、地方における固定的

な性別役割分担意識が女性の居場所と出番を奪っていることが要因となっているとして、地

方経済の持続的な発展のためにも、魅力的な地域づくりを課題としています。

女性がその地域に魅力を感じ、居場所を見い出し、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、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関わり、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〉

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、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を進めるため、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。

家庭においては、性別に関わりなく主体的に家事や子育て、介護等に参加し、地域におい

てはひとりひとりが主体的に地域活動に参加し、住みよい地域になるよう、互いに意見を出

しあい、多様な価値観を持つ人と互いを認めあい尊重しあえるよう推進します。
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主要施策① 慣習・慣行の見直し

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

社会通念・慣習・しきたり

等で男女が「平等」である

と思う市民の割合

－ １３．７％ ２０．０％

市の審議会等における女

性委員の割合

２６．２％ ２６．５％ ４０．０％以上、

６０．０％以下

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

１ 女性の登用促進に関し、あて職の見

直しや公募制を拡充する等、毎年定

期的に庁内関係各課等において審議

会等における女性の参画推進の強化

を図る。

・市の審議会等への女性の

積極的な登用の推進

・男女共同参画庁内企画推

進会議の開催

企画政策課

総務課

関係各課

２ 社会に学ぶ事業を実施して、個性・

能力を尊重し性別に関わりなく自ら

の進路を主体的に切り拓く力を育成

する。

・キャリア教育の実施 教育総務課
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主要施策② 審議会・委員会等への女性の積極的な登用

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

市の審議会等における女

性委員の割合（再掲）

２６．２％ ２６．５％ ４０．０％以上、

６０．０％以下

女性農業委員の人数 4 人／１９人 ３人／２９人 ４人／２９人

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

３ 市が設置する審議会等において男女

ともにその意見を反映させるため、

女性委員のいない審議会等を解消す

るとともに、審議会の見直しや委員

の改選時に、積極的な女性委員の選

任促進を図る。

・市の審議会等への女性の

積極的な登用の推進（再掲）

・男女共同参画庁内企画推

進会議の開催（再掲）

企画政策課

総務課

関係各課

４ 審議会等の女性委員の参画状況を毎

年調査し、公表する。

・男女共同参画市民委員会

等の開催

企画政策課
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主要施策③ 女性の人材育成

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

市の管理職に占める女性の割合 ３８．２％ ３６．８％ ４０．０％以上

砺波市女性団体連絡協議会等に

おける情報交換会・学習会等の

実施（新）

３回／年 ２回／年 ３回／年

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

５ 行政運営への女性参画の推進を図

る。

・性別にとらわれない配置

や職務分担

・女性職員の積極的な管理

職等への登用

総務課

６ 市の女性職員の能力開発や女性管理

職育成のための機運を醸成する。

・女性職員のキャリア形成

につながる意識啓発や女性

管理職の育成をテーマとし

た研修の実施

総務課

７ 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。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する。

・女性農業士部会研修会や

講習会の開催

・起業支援事業

農業振興課

８ 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。

・起業支援事業

・食生活改善推進員、農業

者、農業団体、食品関連事業

者等との連携

農業振興課

９ 女性の地位と福祉の向上につながる

活動の支援と情報提供を行う。

・砺波市女性団体連絡協議

会情報交換会や学習会等開

催の支援

生涯学習・ス

ポーツ課
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主要施策④ 家庭での推進

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

家庭において男女が「平等」で

あると思う市民の割合

ー ２７．５％ ３５．０％

三世代同居率（国勢調査） １９．３％

（平成２７年度）

１９．３％

（平成２７年度）

１９．３％

男性の読み聞かせ会の実施

（新）

３回／年 ０回／年 ３回／年

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

１０ 家庭の中で、性別に関わりなく、主体

的に家事や子育て、介護等に参加す

るため、ひとりひとりが家族の構成

員として対等な立場で責任を担うこ

とや世代間で協力しあうこと等、意

識啓発や家庭環境づくりを推進す

る。

・三世代同居・近居の推進 社会福祉課

高齢介護課

市民生活課

都市整備課

こども課

生涯学習・ス

ポーツ課

・男性料理教室、親子料理教

室、高齢者料理教室の開催

企画政策課

健康センター

学校給食セン

ター

・婚育セミナー等の開催

・「イクメン」、「カジダ

ン」の推進

・砺波市男女共同参画推進

のつどいの開催

企画政策課

・認知症サポーター養成講

座の実施

地域包括支援

センター
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No 施策の内容 主な事業内容 担当課

１１ 子育てについて学ぶ機会や、不安や

悩みを相談する機会を設け、家庭の

中で主体的に子育てや家事に携わる

機会づくりを行う。

・プレままクラスの開催 健康センター

・就学時健康診断における

子育てに関する講座の実施

教育総務課

・保育所、認定こども園、

幼稚園での保育参観、祖父

母参観

・子育て支援センターでの

子育ての不安や悩み相談・

助言

こども課

・男性の読み聞かせ会の実

施（新）

・企画展示の実施

図書館

令和元年度「イクメン」・「カジダン」
フォトコンテスト 入賞写真

平成２８年度「イクメン」・「カジダン」
フォトコンテスト 入賞写真
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主要施策⑤ 地域での推進

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

地域活動において男女が「平

等」であると思う市民の割合

ー ２４．２％ ２９．０％

移住者数（相談を受けたもの）

（新）

４６人 ４4 人 １0０人

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

１２ 各地区公民館や男女共同参画推進員

等と連携し意識啓発を図る。

・公民館まつり等の行事や

行政出前講座等の実施と参

画

企画政策課

生涯学習・ス

ポーツ課

・役職に女性を含めた地域

組織づくりの事例紹介（新）

・男女共同参画推進員の地

区推進活動

企画政策課

・女性防災士の育成、勉強

会の開催

総務課

１３ 「住みよいまち 砺波」、「選ばれる

まち 砺波」として、魅力的な本市の

PR、移住者の地域への参加を推進

等、移住定住事業を推進する。

・シティプロモーション

・となみ暮らし応援プロジ

ェクト（移住定住事業、空

き家利活用事業）

広報情報課

市民生活課

「イクメン」・「カジダン」フォトコンテスト
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取組事項（２） 意識啓発の推進

〈現状と課題〉

男性、女性の生き方を固定的にとらえようとする意識や偏見、固定観念、無意識の思い込

み（アンコンシャスバイアス）は、女性の主体的な生き方を妨げるだけではなく、男性の生

き方をも束縛し、生きづらさの原因にもなっています。これらは、幼少期から長年にわたっ

て身につけてきたもので、男性、女性いずれにも存在しています。子どもや様々な世代で固

定的な性別役割分担意識を植え付けず、また、押し付けないためには、まずは自ら自覚し、

見直していく必要があります。

情報通信技術（ＩＣＴ）の進化は、時間や場所にとらわれない学びや体験を可能としまし

た。特に新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンライン講座やＷｅｂ会議等、デジタ

ル技術を有効に活用した学習機会の確保も求められています。ＤＸの推進、「Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０」等デジタル化社会に向けた新たな潮流への対応と、新型コロナウイルス感染症を踏

まえた「新しい生活様式」等社会の変化に対応した取組が求められています。

情報発信やオンラインによる学びの一方で、情報通信技術の進化やＳＮＳ等の新たなコミ

ュニケーションツールの広がりに伴い、女性に対する暴力も一層多様化しています。コミュ

ニティサイトやＳＮＳ等を通じた性犯罪・性暴力の当事者にならないための教育・学習、啓

発活動、子ども及び保護者の情報リテラシーの向上等の充実が求められています。

〈施策の方向〉

身の回りの男性、女性の生き方を固定的にとらえようとする意識を見直し、誰もが男女共

同参画について正しく理解できるよう、「広報となみ」、市ホームページ等における情報発信

をはじめ、男女共同参画意識、人権意識、多様性を認めあう意識啓発活動を推進するととも

に、誰もがその個性や能力を充分に発揮できるよう、ライフステージに応じた教育・学習機

会の確保や地域への働きかけに努めます。
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主要施策⑥ 情報理解力の向上及び情報発信

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

１４ 市民、事業所の男女共同参画の理解

と認識を深めるため、市ホームペー

ジ等で情報発信を行う。行政機関の

制作する広報物等のあらゆる情報発

信の中で、男女共同参画の視点に立

った適切な表現を推進する。

・情報誌、パンフレット、市

ホームページ等の適切な表

現による発信

関係各課

・資料の収集と提供

・「広報となみ」等での情報

提供

・パンフレット設置

企画政策課

図書館

１５ メディアの特性を理解し、あらゆる

世代において情報を読み解く力をつ

け、メディア犯罪の被害にあわない

ようにするため、情報リテラシー教

育を行う。

・情報リテラシーの啓発の

推進

教育総務課

生涯学習・ス

ポーツ課

１６ 青少年を犯罪の被害から守るため、

児童生徒、保護者に対する学習の機

会を設け、啓発を図るほか、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。

・小学校における防犯活動

説明会、防犯感謝集会の開

催

・スクールガード・リーダー

や地域の見守り隊、防犯協

会の講話

教育総務課

・ＰＴＡによる巡回指導

・少年非行防止啓発活動

・一斉立入り調査

生涯学習・ス

ポーツ課

１７ 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し、企業

への働き方改革、ハラスメントの防

止等の啓発に取り組む。

・市民アンケート調査、企業

アンケート調査の実施

企画政策課

令和元年度 男女共同参画推進のつどい
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主要施策⑦ 学習機会の充実

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

人権啓発活動回数 ４回／年 ４回／年 ５回／年

学校現場で児童生徒の扱いに関

して男女が「平等」と思う市民

の割合

ー ５３．５％ ６５．０％

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

１８ 学校、地域、家庭、職場等において、

男女共同参画意識、人権教育、多様性

を認めあう意識の普及啓発を実施す

る。

・男女共同参画推進員、民生

委員児童委員、人権擁護委

員等に対しての講習会

企画政策課

総務課

社会福祉課

・学校の児童生徒を対象と

する啓発活動

総務課

教育総務課

・小中学生と地元の保育所、

認定こども園、幼稚園児と

のイベントを通じた交流

・保育所、認定こども園、幼

稚園、小中学校職員の研修

の充実

教育総務課

こども課

・行政出前講座の活用

・働き方改革、ハラスメン

トの防止等の啓発活動

・砺波市男女共同参画推進

のつどいの開催

・男女共同参画推進員の地

区推進活動

企画政策課

・小中学校の家庭科の授業

での学習

教育総務課

・若い世代と乳幼児のふれ

あい交流

こども課

１９ 学習の機会を確保するため、オンラ

インでの研修会、講演会、講座等を推

進する。（新）

・オンラインを活用した研

修会等の実施

関係各課
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基本目標２ 環境づくり

取組事項（３） 働き方や職場環境の見直しの推進 ※女性活躍推進計画

【重点的取組事項】

〈現状と課題〉

仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との二者択一を迫られることなく働き続け

られ、その能力を発揮するためには、長時間労働の削減等による働き方改革の推進、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う等、多様な生き方が選択できる

ワーク・ライフ・バランスを実現していく必要があります。

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。自らの希望により、

働く人又はこれから働こうとする人、ひとりひとり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。一方で、企業にとっては人材の確保が課題となってくるこ

とから、企業と就労希望者とのマッチングが必要になっています。

また、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、いきいきと働くためにたいへん重要な要素です。働きな

がら、無理なく子育て・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・

福祉サービス等の支援体制の充実を進める必要があります。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。

国ではワーク・ライフ・バランスの実現や労働力人口の確保、地域の活性化のため、東京

一極集中の是正として企業の地方移転、テレワーク、ワーケーションといった取組を進め

ています。新型コロナウイルス感染症の拡大は、テレワークやＷｅｂ会議等の更なる普及

の契機となり、柔軟な働き方が広まっています。「Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０」等デジタル化社

会に向けた新たな潮流への対応と、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた「新し

い生活様式」等社会の変化に対応した取組が求められています。

〈施策の方向〉

商工会議所、商工会等とも連携し、「女性活躍推進法」に基づく育児休業制度、介護休業

制度等の定着促進、ハラスメントのない職場環境づくりを推進し、ひとりひとりがワーク・

ライフ・バランスを実現して活躍できるよう啓発活動等に取り組みます。
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主要施策⑧ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

職場において男女が「平等」で

あると思う市民の割合

ー ２４．２％ ３６．０％

市職員の年次有給休暇取得率 ４５．０％ ４６．０％ ７０．０％

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

２０ 事業主と就労者に対し、育児・介護休

業法等の法制度の周知及び、短時間

労働勤務制度等の理解を図る等、ワ

ーク・ライフ・バランスの実践、ハラ

スメントのない職場環境づくりを推

進する。

・「広報となみ」や市ホーム

ページ、セミナー等での啓

発

・関係法令や制度の周知

・一般事業主行動計画策定

についての啓発

・イクボス宣言の推進

企画政策課

総務課

商工観光課

２１ 市事業の入札参加資格審査にあたっ

て、男女共同参画の視点を持った評

価項目を設定する。

・富山県男女共同参画推進

事業所認証取得の推進

財政課

２２ 出産や子育てを機に離職した後、再

就職を希望する人に対し情報提供や

仕事と子育ての両立を支援する企業

説明会等、再就職のためのスキルの

習得に対する支援を行う。

・女性の再就職やスキルア

ップの支援

企画政策課

商工観光課

-45-



主要施策⑨ 多様で柔軟な働き方の促進

主要施策⑩ 保育や子育て支援の充実

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

２３ 職場における、セクシャルハラスメ

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、富山労働局や県、商工団体等

とも連携しながら推進する。

・市管理職員を対象にハラ

スメントに関する研修会の

開催

企画政策課

総務課

・富山労働局や県が実施す

る研修会等の開催案内の

「広報となみ」や市ホ－ム

ペ－ジ等への掲載

商工観光課

２４ ワーク・ライフ・バランスや柔軟な働

き方、健康管理への配慮を含む就業

環境の整備を推進する。

・育児・介護休暇等柔軟な働

き方の実現に向けた啓発、

制度の整備の推進

・家族経営協定の締結推進

企画政策課

総務課

商工観光課

農業振興課

２５ テレワーク等、新しい生活様式にお

ける働き方を推進する。（新）

・テレワークの実施

・サテライトオフィス支援

制度等を「広報となみ」や市

ホームページ等へ掲載

総務課

商工観光課

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

２６ 「砺波市子ども・子育て支援事業計

画（第２期）」を推進し、保護者の仕

事と子育ての両立支援のため、多様

なニーズに応じた保育サービスの充

実のほか、相談体制の整備や情報提

供、交流活動の支援等、子どもを産み

育てやすい環境づくりを行う。

・ニーズに対応した保育事

業の実施

・保育施設の整備

・放課後児童クラブ、ファミ

リー・サポート・センターの

充実

・育児相談体制・機能の充実

・子育て情報の提供

・育児サークルの育成・支援

健康センター

こども課
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主要施策⑪ 年齢・性別等に関わりなく社会参画できる環境づくり

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

女性の就業率（３０～３９歳）

（国勢調査）

７９．９％

（平成２７年度）

７９．９％

（平成２７年度）

８５．０％

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

２７ 農林業及び商工業分野における女性

の活躍を商工団体等と連携し推進す

る。

・創業支援等事業計画に基

づく特定創業支援等事業

商工観光課

・農業委員会における女性

農業委員の登用

農業振興課

（農業委員会）

・農業に従事する女性の地

位向上や経営参画に向けた

女性農業者の育成

・女性の経営管理能力の向

上や技術習得等に向けた研

修や情報提供の推進

・６次産業化、食育及び地産

地消に取り組む活動や起業

の支援

・「富山県農山漁村女性活躍

プラン」にもとづき、農山村

に従事または暮らす女性ひ

とりひとりが職場や地域で

持てる能力を最大限に発揮

し、活躍できる環境づくり

農業振興課

農地林務課

２８ 障がい者･高齢者が生きがいを持っ

て生活できるよう、就労機会を拡大

する。

・相談支援事業所との連携 社会福祉課

・求職者掘り起しのための

高齢者イベント情報の提供

・障害者雇用奨励金(障がい

者を継続雇用する事業主へ

の助成)

商工観光課
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主要施策⑫ 高齢者や障がい者の介護・自立支援の充実

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

高齢者学級参加者延べ人数

（新）

４，４４５人／年 ２，０５２人／年 ４，５００人／年

ボランティアセンター登録人数 ５，０４５人 ５，０７２人 ５，０００人

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

２９ 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。

・介護保険や高齢者生活支

援サービス

・ほっとなみカフェの開催

・介護保険や生活支援サー

ビスの周知

社会福祉課

高齢介護課

地域包括支援

センター

３０ 障がい者･高齢者が生きがいを持っ

て生活できるよう、就労機会の拡大、

趣味の活動・交流の機会を創出する。

・相談支援事業所との連携

（再掲）

社会福祉課

・高齢者運転免許自主返納

支援事業

市民生活課

・求職者掘り起しのための

高齢者イベント情報の提供

（再掲）

・障害者雇用奨励金(障がい

者を継続雇用する事業主へ

の助成)（再掲）

商工観光課

・高齢者学級事業 生涯学習・ス

ポーツ課

３１ だれもがボランティア活動に参加で

きるよう情報提供の充実を図る。

・ボランティアフェスティ

バルの開催

・ボランティア募集、ボラン

ティア団体の紹介

企画政策課

社会福祉課

３２ 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。

・利用者のニーズを反映し

たサービスが提供されるよ

う施設の環境整備について

連携

社会福祉課
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取組事項（４） 多様な立場の人々が安心して暮らせる環境づくりの推進

〈現状と課題〉

本市における高齢者人口は、令和３年３月末現在で１４，４４９人であり、高齢化率は

３０．２％となっています。このような超高齢社会を迎え、高齢期の男女が固定的な役割分

担に捉われず、安心して自分らしく、生きがいを持って、健康に生活していくため、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となっています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、女性の多い非正規雇用労働者、宿泊、飲食サー

ビス業等への影響が大きいことから、女性の雇用や所得に強い影響を与えており、経済的困

難に陥るひとり親家庭の増加、介護等の負担増加も懸念されています。

女性、高齢者、障がいのある人、親または本人が外国出身である、外国にルーツのある人、

ひとり親家庭等の方々は、複合的な要因から困難な状況におかれることが多く、支援が必要

となる場合があります。さらに性の多様性への理解を社会全体で広げていくことができるよ

う、パートナーシップ制度等、社会状況等を踏まえた理解促進策の検討を進めます。

〈施策の方向〉

女性、高齢者、障がいのある人、外国にルーツのある人、ひとり親家庭等の方々の中で、困

難な状況にある人々への支援を行い、安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。

国際社会の一員として、また同じ市民として、国籍や文化の違いを超えて人権を尊重し、

国際協力に対する理解と関心を深めるとともに、近年顕在化してきている性的指向・性自認

を理由とする偏見等の解消に向けた啓発に取り組みます。
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主要施策⑬ 高齢者・障がい者・外国人等が安心して暮らせる環境の整備

主要施策⑭ ひとり親家庭等への支援

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

３３ 外国語による生活情報や行政情報提

供等、安心して暮らせる環境を整備

する。

・公共サインの整備（外国人

向け案内板等の設置）

商工観光課

都市整備課

土木課

・タブレット型翻訳機の設

置

・市ホームページの多言語

対応

企画政策課

広報情報課

３４ 多様性を認めあう啓発活動と、配慮

した取組を推進する。

・多文化共生、国際理解の

推進

・国内・国際交流の推進

・男女共同参画の事例紹介

を交えた国際交流事業（新）

・性の多様性への理解の促

進に向けた啓発活動

・多様な性に配慮した取組

の推進

企画政策課

３５ 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。（再掲）

・利用者のニーズを反映し

たサービスが提供されるよ

う施設の環境整備について

連携（再掲）

社会福祉課

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

３６ ひとり親家庭等の経済的自立、子育

てと就労の両立、養育費や子の就学

支援等、生活面の総合的な幅広い相

談支援を行う。

・市母子・父子自立支援員

による就労相談

・「女性の悩み相談」の実

施

・ひとり親家庭等の子ども

の学習支援、居場所づくり

社会福祉課

こども課

・市営住宅入居支援 都市整備課
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基本目標３ 安全・安心づくり

取組事項（５） 生涯を通じた健康づくりの推進

〈現状と課題〉

生涯を通じた健康の保持のためには、性差に応じた的確な保健・医療を受けることが必要

です。人生１００年時代を迎え、更なる活躍や健康寿命の延伸のためには、更年期前後から

の健康支援が重要と言われています。

核家族化が進む中、高齢者世帯やひとり親家庭の増加等、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。男女ともに親や配偶者の介護の担い手として負担が増大

することが予想され、家事に不慣れな場合や地域とのつながりが乏しい場合には、孤立した

介護生活となることも考えられます。このような中で、安心して暮らす基盤として、健康寿

命の延伸、仕事以外にも地域における活動の場や役割を持つことが求められています。

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、地域において安

心して子どもを産み育てることができるよう、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツ）」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等

の予防対策を推進する必要があります。

男性は、根強い固定的な性別役割分担意識等から、孤立のリスクを抱える等の社会的要因

も踏まえての支援が必要です。

〈施策の方向〉

性別に関わりなく誰もが生涯を通じ心豊かに健康に暮らし、自らの選択によって仕事と家

庭や地域を含めた暮らしの両方において充実した人生が送れるよう、ライフステージに応じ

た健康支援を推進するとともに、心身の健康の保持・増進を支援します。

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。
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主要施策⑮ ライフステージに応じた健康支援

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

乳がん検診受診率 ４９．１％ ４３．４％ ５０．０%

子宮頸がん検診受診率 ４７．５％ ４１．８％ ５０．０%

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

３７ 健康診断の受診による早期発見や生

活習慣の見直し等、ライフステージ

に応じた健康支援を推進する。

・特定健診の実施

・健康教育の実施

・健康相談の実施

市民課

健康センター

・スポーツ活動の推進 生涯学習・ス

ポーツ課

３８ 若い世代からの女性の健康保持のた

め、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。

・子宮・乳がん検診の実施

・３９歳以下の健康診査

健康センター

-52-



主要施策⑯ 安心して妊娠・出産できる環境の整備

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

妊婦健康診査平均受診回数 １２．２回

（平成３０年度）

１１．９回

（令和元年度）

１２．５回

不妊治療費助成者数 １１７人／年

（平成３０年度）

１２９人／年

（令和元年度）

１４４人／年

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

３９ 若者が結婚、妊娠・出産、子育て等

の各ライフステージにおいて、自ら

の希望した生き方ができるよう、早

い時期からライフプランを考える機

会の提供を図り、ライフステージの

進展に応じた切れ目のない支援を行

う。また、社会全体で子どもの育ち

や子育て家庭を見守り、支える仕組

みや環境の整備を行う。

・若い世代がライフプラン

を考える機会の提供

企画政策課

教育総務課

・妊婦に対する健康診査事

業の実施

・妊産婦への医療費等助成

・マタニティマークの普及

・不妊治療に関する情報提

供や治療費助成支援

・乳幼児健康相談の実施

・産後ヘルパー事業の実施

・産前、産後の支援体制の

周知

健康センター

こども課

４０ 小中学校において、性や出産に関す

る正しい知識を習得する機会を提供

する。併せて健康被害に関する指導

を行う。（エイズ、性感染症、薬物

乱用、喫煙等）

・性教育の実施（いのちの教

室、性感染予防）

・薬物乱用防止教室

健康センター

教育総務課
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主要施策⑰ 心と体の健康支援

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

いきいき百歳体操への参加人数

（新）

男性 ２９２人

女性 １，２８４人

男性 ２６２人

女性 １，１３７人

男性 ５００人

女性 １，４００人

ボランティアセンター登録人数

（再掲）

５，０４５人 ５，０７２人 ５，０００人

ゲートキーパー養成講座受講者

（新）

４０４／年 ２４１人／年 １００人／年

こころの健康相談会開催数

（新）

２回／月 ２回／月 ２回／月

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

４１ 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。

・シルバー人材センター活

動

・「ふれあい」発行、「広報と

なみ」特集掲載

社会福祉課

４２ 市民が自立し、生きがいを持って生

活を送ることができるよう、趣味の

活動、交流の機会を創出するととも

に、出前講座等を通して、健康づくり

や学習の場を提供する。

・行政出前講座

・老人クラブ活動

・高齢者学級の実施

・高齢者料理教室の開催

・メタボリック症候群等ヘ

ルスチェック

・いきいき百歳体操等介護

予防教室

広報情報課

社会福祉課

高齢介護課

地域包括支援

センター

健康センター

生涯学習・ス

ポーツ課

４３ だれもがボランティア活動に参加で

きるよう情報提供の充実を図る。（再

掲）

・ボランティアフェスティ

バルの開催（再掲）

・ボランティア募集、ボラン

ティア団体紹介（再掲）

企画政策課

社会福祉課

４４ 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。

・ボランティアポイント事

業

・ふれあい号（車イス等移送

サービス）

・タクシー券配布事業

社会福祉課

高齢介護課
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No 施策の内容 主な事業内容 担当課

４５ 介護保険制度の周知を図り、関係団

体との連携を図り、ひとり暮らし高

齢者が安心して生活できるように支

援する。

・高齢者が住みよい住宅改

善支援事業

・ケアネットチームの活動

・緊急通報装置設置事業

・健康教育及び健康相談の

実施

・運動器機能向上のための

介護予防事業

社会福祉課

高齢介護課

地域包括支援

センター

庄川健康プラ

ザ

４６ 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。

・ケアネットチーム設置

・緊急通報装置設置事業（再

掲）

・認知症高齢者等ＳＯＳ緊

急ダイヤルシステム事業

社会福祉課

高齢介護課

地域包括支援

センター

４７ 性に関する相互理解を促進するとと

もに、生涯にわたる健康の実現のた

め、思春期、妊娠・出産期、更年期、

高齢期等、ライフステージに応じた、

心と体の適切なサポートが得られる

よう支援する。

・「砺波市自殺対策計画」の

推進

・ゲートキーパーの養成

・相談窓口職員を対象とし

た研修会の実施

・心と体の健康相談体制の

強化

健康センター

いきいき百歳体操
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取組事項（６） あらゆる暴力の根絶の推進 ※ＤＶ防止基本計画

【重点的取組事項】

〈現状と課題〉

ＤＶ、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント、性暴力、学校でのいじめ等は、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

考え、人権侵害を許さない啓発活動が必要です。近年では、デートＤＶ、リベンジポルノと

いった若者が被害者となるケースもあります。

また、情報通信技術の進化やＳＮＳ等の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、

暴力も一層多様化しています。コミュニティサイトやＳＮＳ等を通じた性犯罪・性暴力の当

事者にならないための啓発活動が求められています。

いかなる暴力も人権侵害であるということを正しく理解できるよう啓発するとともに、

市民アンケート調査では、ＤＶ被害者において「相談しなかった」と回答した方が多いこと

から、相談体制の更なる周知が必要です。関係機関と連携し、被害者が早期に安心して相談

できるよう、相談窓口の周知と被害者への支援を行います。

障がい者や高齢者等、調査結果には表れない潜在的なＤＶも存在しています。さらに、新

型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活不安・ストレス等から、ＤＶ、児童虐待の増加、

深刻化が懸念されています。

ＤＶについて認識を深めるとともに、関係機関及び団体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〉

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推

進します。

ＤＶ被害防止や支援に取り組んでいる関係機関及び団体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。

ＤＶ防止啓発活動
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主要施策⑱ あらゆる暴力を許さない意識啓発と学習機会の提供

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

人権啓発活動回数（再掲） ４回／年 ４回／年 ５回／年

若年層を対象としたＤＶ防止セ

ミナーの受講人数

４９８人 ０人 ５２５人

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

４８ 「広報となみ」、市ホームページへの

掲載のほか、ハラスメントやＤＶ防

止啓発用リーフレットの作成・設置、

セミナーの実施等による啓発を図

る。

・男女共同参画推進員、民生

委員児童委員、人権擁護委

員等に対しての講習会を実

施（再掲）

企画政策課

総務課

社会福祉課

・パープル・ライトアップ

事業（新）

・「広報となみ」、市ホーム

ページ等への掲載

・ＤＶ防止の街頭啓発

・中学生・高校生等を対象

にデートＤＶ防止に関する

コミュニケーションセミナ

ーの開催

企画政策課

・小中学校におけるハラス

メントの防止のための啓発

資料等による職員会議等で

の周知

教育総務課
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主要施策⑲ 相談窓口と支援体制の充実及び関係機関との連携

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

４９ 法律相談・育児相談・教育相談等の各

種相談事業を行い、庁内外の関係機

関と連携しながら支援を実施し、支

援が必要な家庭の早期発見から虐待

の未然防止、再発防止に至るまでの

切れ目のない支援を実施する。

・特設人権相談所の開設及

び相談窓口の周知

・住民票を異動せずに通学

できる区域外就学の適用

・子育て世代包括支援セン

ターと子ども家庭総合支援

拠点との連携強化

・子どもや家庭、妊産婦等

を取り巻く支援機関との更

なる連携強化

総務課

社会福祉課

健康センター

教育総務課

こども課

・児童虐待防止相談事業

・女性のための総合相談事

業

企画政策課

こども課

５０ 手続の一元化体制（ワンストップサ

ービス）を確立し、被害者の自立支援

策として、関係部署の連携を促進す

る。

・砺波市総合行政情報シス

テムについて、ＤＶ措置支

援者の把握、注意喚起の強

化

・ＤＶ対応マニュアル（富山

県女性相談センター発行）

の関係各課への配布

関係各課

５１ ＤＶ被害者への緊急時における一時

的な安全確保を図るとともに、就業

の支援等適切な生活支援を行う。

・ＤＶ被害者に対する就

業・生活支援

・ＤＶ被害者の子どもに対

する支援

教育総務課

こども課

・市営住宅への入居支援 都市整備課

・富山県女性相談センター、

砺波警察署等との連絡対応

・市母子・父子自立支援員に

よる就業相談（再掲）

・ハローワークとの連携会

議、定例会議及び巡回（就

労）相談

・母子寡婦福祉資金の貸付

制度相談

こども課
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取組事項（７） 災害及び感染症対策の推進

〈現状と課題〉

頻発する大規模災害や、新型コロナウイルス感染症をはじめとする様々な感染症への対応

が急がれています。男女それぞれのニーズが反映され、さらには、男女共同参画の視点を取

り入れた対策が求められています。特に大規模な災害が発生した場合は、女性や社会的に弱

い立場にある人がより深刻な影響を受ける懸念があります。例えば、家事や子育て、介護等

が女性に集中しがちであること、女性がより職を失いやすいこと、ＤＶや性被害・性暴力が

増加すること等の問題が想定されます。そのため、平常時から男性の家庭への参画をはじめ

とする男女共同参画社会の実現により、これらの課題が深刻化しないようにすることが求め

られています。

本市では、これまでも地域の防災活動等への女性消防団員及び女性防災士による女性に配

慮した避難所設営訓練を、県内では他市に先駆けて実施してきました。併せて、女性用品（生

理用品）等の災害用備蓄を増やす等、男女それぞれのニーズを踏まえた支援を提供できる体

制を整備してきました。

市民アンケート調査でも、避難の際の性別に配慮した対応として、「男女別のトイレ・更衣

室・洗濯物干し場等避難所の設備」、「乳幼児・高齢者・障がい者・妊産婦などのサポート体

制」を求める意見が多くなっています。

〈施策の方向〉

防災に関する政策・方針決定過程や防災の現場における女性の参画等を推進することによ

り、この分野における男女共同参画の視点を取り入れます。災害時の対応については、女性

の視点をはじめとして、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、引き続き、女性防災士の育成や

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。

避難所運営ゲームＨＵＧ研修会
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主要施策⑳ 男女共同参画の視点を取り入れた災害及び感染症対策の推進

指標

指標名 現状値 目標値

令和元年度 令和２年度 令和８年度

防災会議における女性委員の数 ３人／４０人 ３人／４０人 ３人

消防団員全体に占める女性消防

団員の割合

７．７２％ ７．８７％ ８％

No 施策の内容 主な事業内容 担当課

５２ 災害時に必要な男女双方の視点や要

配慮者の視点から、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。

・各地区自主防災組織の出

前講座で女性の参画を促進

総務課

砺波消防署

５３ 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。

・防災士（女性防災士含む）

の育成及び活動支援

・女性防災士による、女性に

配慮した避難所設営訓練の

実施

総務課

５４ 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

啓発等を通して、方針決定過程への

女性の参画を促進する。

・地域の防災活動（救急講習

や初期消火訓練）に応急手

当普及員の資格を持つ女性

や女性消防団員を講師とし

て派遣

総務課
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第４章 計画の推進

１ 計画の推進体制

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、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

・ひとりひとりが男女共同参画の理解を深め、身近な生活の中における固定的な性別役割

分担意識や人権侵害の存在に気づき、なくしていくこと。

・互いの違いを尊重し、家庭、職場、地域生活等において、責任を分かちあいながら協力す

ること。

・男女共同参画の形成に向けた各主体（市民・事業者・行政）が行う取組に積極的に協力す

ること。

○事業者の役割

・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・行政）が行う取組に積極的に協力す

ること。

○行政の役割

・市民、事業者及び市職員に対し、砺波市の基本理念の浸透を図るとともに、あらゆる施策

に男女共同参画の視点が反映されるよう推進すること。

・市民、事業者、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

けた施策を実施すること。

・市民及び事業者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。
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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。

○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。
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市 民 事業者

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
（Check）

見直し
（ Act ion）

３ 計画の進捗状況の確認・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等により検証、

確認を行い、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。

施策の検証、改善については、本市で既に取り組んでいるＰＤＣＡサイクルによる行政評

価の仕組みを活用します。

【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
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参 考 資 料



用語解説

用 語 説 明

あ ＩｏＴ Internet of Things の略。パソコンなどの情報機器だけではなく、産業用機器や自動

車、家電製品など様々なモノがインターネットに接続され、情報交換することにより相

互に制御する仕組みのこと。

新しい生活様式 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として厚生労働省から示された、日常生活で

取り入れてほしい実践例のこと。「３つの密（密集・密接・密閉）を避ける」、「マスクを

着用する」、「身体的距離の確保」などの日常生活やテレワーク、オンライン会議など働

き方の新しい実践例が示されている。

アンコンシャス・バイア

ス

無意識の偏見のこと。迅速に判断を下したり評価をしたりする際に、自動的に反応す

る脳の働きによるもの。誰もが、育った環境や所属する集団の中で、知らず知らずのう

ちに既成概念、固定観念として身に付けてしまう｡偏見を自覚できないため、自制が難し

く、自分の判断を平等だと考えながら偏見に基づいた行動をとることがある。

イクボス 職場で共に働く部下のワ－ク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を

応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができ

る上司（経営者・管理職）のこと。

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 「女性活躍推進法」及び「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。

富山県では、「子育て支援・少子化対策条例」に基づき、３０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。

ＡＩ Artificial Intelligence の略。人工知能。学習・推論・判断といった人間の知能のもつ

機能を備えたコンピューターシステム。

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。

ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）

Sustainable Development Goals の略。平成27年（２０１５年）９月の国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された２０３

０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。１７のゴール・１６９のターゲ

ットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。SDGs は発展

途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものである。

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。

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。

キャリア教育 主体的に自己の進路を選択・決定できる能力やしっかりとした勤労観、職業観を身に

つけ、将来直面するであろう様々な課題に対応し、社会人・職業人として自立していく

ことができるようにするための教育のこと。
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用 語 説 明

か 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もの。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かかわ

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生物学

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。

ジェンダー主流化 あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、すべての政策、施策及び事業につ

いて、ジェンダーの視点を取り込むことをいう。

情報リテラシー（メディ

ア・リテラシー）

メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メデ

ィアを通じコミュニケーションする能力の３つを構成要素とする複合的な能力のことを

いう。

女性の活躍推進法(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（２０１５年）８月成立。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。

新型コロナウイルス感

染症（ＣＯＶＩＤ－19）

コロナウイルスの一種による感染症。令和元年（２０１９年）１２月以降、中華人民

共和国湖北省武漢市において、新型コロナウイルスに関連した肺炎の集団感染が発生し

た。国は、令和２年（２０２０年）2月 1日に感染症法に基づく「指定感染症」に、ま

た、検疫法に基づく「検疫感染症」に指定した。

政治分野における男女

共同参画の推進に関す

る法律

平成３０年（２０１８年）５月２３日公布、施行。政治分野における男女共同参画を

推進するため、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができ

る限り均等となることを目指すもの。令和2年（２０２０年）の改正で、政党や国、地

方自治体にセクハラやマタハラの防止策を求める内容を新設した。

性自認 自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティ（性同一

性）を自分の感覚として持っているかを示す概念。「こころの性」と呼ばれることもある。

多くの人は、性自認（こころの性）と生物学的な性（からだの性）が一致しているが、

この両者が一致しないために違和感を感じ、からだの性をこころの性に近づけるために

手術により性の適合を望むこともある。

性的指向 人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念。具体的には、恋愛・性愛の

対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す。

性的自認と合わせ、頭文字をとってSOGI（Sexual Orientation and Gender Identity

の略。）ともいう。LGBTQが「誰」を表す言葉であるのに対して、SOGI は「どのよう

な」を表す言葉である。

性的少数者（性的マイノ

リティ、ＬＧＢＴＱ＋）

「Lesbian（レズビアン）」、「Gay（ゲイ）」、「Bisexual（バイセクシャル）」「Transgender

（トランスジェンダー）」、「Questining（クエスチョニング）」「Queer（クィア）」の頭

文字をとって組み合わせた言葉。

クエスチョニングとは、自分自身の性のあり方を「わからない」または「決めたくな

い」人の性を指す。クィアとは、様々な性的少数者を表す言葉。＋は多様な性のあり方

を包括的に表現したもの。

-66-



用 語 説 明

さ 積極的改善措置（ポジテ

ィブ・アクション）

あらゆる分野における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。

た 第５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、現行の計画は令和２年（２０２０年）１２月に策定。

多様性（ダイバーシテ

ィ）

性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のこ

とをダイバーシティ社会という。

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（１９９９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 本市では、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、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

の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律）

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

（１９８６年）4月施行。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。

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。

ＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）

「デジタルによる変革」を意味し、ICTなどを活用して新たなサービスやビジネスモ

デルを展開することでコストを削減し、働き方改革や社会そのものの変革につなげる施

策の総称のこと。

デートＤＶ 交際中の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。

テレワーク 「tele=離れた所」と「work=働く」をあわせた造語であり、情報通信技術

（ICT=Information and Communication Technology）を活用した、場所や時間にと

らわれない柔軟な働き方のこと。

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

者の保護等に関する法

律）

平成１３年（２００１年）制定。配偶者からの暴力に係る通報・相談・保護・自立支

援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とす

る。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。

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（２００６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。
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用 語 説 明

な 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 パートナーシップ制度 同性カップルを婚姻に相当する関係と公認し、異性間の婚姻と同様の行政・民間サー

ビスや社会的配慮を受けやすくする制度。

ハラスメント 「嫌がらせ、いじめ」を意味し、さまざまな場面での、相手を不快にさせる、尊厳を

傷つける、不利益を与えるといった発言や行動をいう。

セクシュアル・ハラ

スメント

職場の内外における、他のものを不快にさせる性的な言動。セクハラ。

パタニティ・ハラス

メント

育児のための休暇や時短勤務を申し出る男性に対する嫌がらせ行為。パタハラ。

パワー・ハラスメン

ト

職場において、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正

な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。上司か

ら部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対

して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。また、職場以外の人間関係におい

てパワー・ハラスメントと認定されるケースも増えており、職場の中だけの問題とはい

えなくなってきている。パワハラ。

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。

妊娠中や産休後に職場で受ける「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。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。マタハラ。

モラル・ハラスメン

ト

言葉や態度等で繰り返し相手を攻撃し、人格の尊厳を傷つける精神的暴力。家庭内で

はDV防止法に精神的暴力として規定された。モラハラ。

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。

ら ライフステージ 人の一生における誕生から老年期までの加齢にともなう変化を、いくつかの段階（ス

テージ）に区切って考える場合のそれぞれの段階のこと。

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（仕事と生活の調和）

国民ひとり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。

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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（市民参画）

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、公募

任期：２年

会長、副会長は互選により選出

※職務 市長の諮問に応じ答申

市 長 市 議 会

計画案

の説明
諮 問

答 申

素案づくり

指示

素案の

提出 （庁内）

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

素案の

提出

方針

指示

砺波市男女共同参画推進計画

計画策定専門部会

《係長または主査の職にある職員》

※職務 庁内企画推進会議の下部組織。

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。

（市民参画）

情報提供砺波市男女共同参画推進員

連絡会

《推進員 ４５人》

意見・提案

（市民参画）
意見・提案

・市民アンケート調査

・市長への手紙

・行政出前講座

・パブリックコメント

（事務局）

企画総務部企画政策課

※職務 企画、庶務、日程等の

調整及び管理

提

案
（全職員の参画）

職員への参画

・職員提案

砺波市男女共同参画推進計画（第４次）策定に関する組織
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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、企画総務部企画政策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
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てはならない。
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：令和３年４月１日～令和５年３月３１日）

（五十音順、敬称略）

氏 名 推薦団体等 備 考

梅本 恵子 砺波市農業者協議会 女性農業士部会

老松 久美子 砺波人権擁護委員会

金平 正 砺波商工会議所

神下 勇介

川瀬 浩
連合富山砺波地域協議会

４月～11月

11月～

坂井 朱美 庄川町商工会

紫藤 渉 砺波市男女共同参画推進員連絡会

澁谷 康佑 公募

辻 美智子 砺波市環境保健衛生協議会

土田 英雄 となみ野農業協同組合

中居 由美 砺波市女性団体連絡協議会

野村 幹夫 砺波市公民館連絡協議会

堀田 一美 社会福祉法人 砺波市社会福祉協議会

堀田 隆 砺波市地区自治振興会協議会

吉田 快 砺波市ＰＴＡ連絡協議会

米山 愛 公募
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砺波市男女共同参画推進計画 計画策定専門部会委員名簿

委 員 備 考

山田 なつ紀 広報情報課

篠島 彰宏 総 務 課

平田 裕司 財 政 課

但田 千恵 税 務 課

黒田 美紀子 社会福祉課

河西 晃子 高齢介護課、地域包括支援センター

端谷 真奈美 健康センター

境 庸子 市 民 課

佐藤 秀和 市民生活課

小林 里奈 商工観光課

瀬賀 晶子 農業振興課

嶋田 徳明 農地林務課

高畑 孝志 土 木 課

二俣 紀子 都市整備課

吉崎 圭一 上下水道課

上田 さとみ 市民福祉課

高桑 万紀子 会 計 課

尾山 薫 教育総務課

三部 智恵美 こども課

野原 大輔 生涯学習・スポーツ課

蓮川 和博 監査事務局

林 哲広 議会事務局

高畑 元昭 企画政策課（事務局）

三部 修嗣 企画政策課（事務局）

中島 良江 企画政策課（事務局）
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砺波市男女共同参画推進計画（第４次）策定までの経過

日 程 内 容

令和２年

１１月２日～１１月２３日
男女共同参画に関するアンケート調査実施

令和３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

・審議会等における女性委員の登用

・第５次男女共同参画基本計画（国）について

令和３年

７月２日

第２回砺波市男女共同参画庁内企画推進会議

・砺波市の男女共同参画に関する取組状況について

・第５次男女共同参画基本計画（国）について

・組織とスケジュールについて

令和３年

８月５日

第１回砺波市男女共同参画推進計画 計画策定専門部会

・砺波市の男女共同参画に関する取組状況について

・市民アンケート調査結果について

・砺波市男女共同参画推進計画（第４次）の策定について

・計画策定専門部会の役割とスケジュールについて

令和３年

９月３日

第２回砺波市男女共同参画推進計画 計画策定専門部会

・砺波市男女共同参画推進計画（第４次）の素案について

令和３年

９月１６日

第３回砺波市男女共同参画庁内企画推進会議

・砺波市男女共同参画推進計画（第４次）の素案について

令和３年

１０月１２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

・市民アンケート調査結果について

・砺波市男女共同参画推進計画（第４次）の素案について

・スケジュールについて

令和３年

１２月１５日

第２回砺波市男女共同参画市民委員会

・砺波市男女共同参画推進計画（第４次）（案）について

令和４年

１月４日～1月１７日

パブリックコメント

令和４年

２月２１日

砺波市議会全員協議会 説明

・砺波市男女共同参画推進計画（第４次）（案）について

令和４年

３月

砺波市男女共同参画推進計画（第４次）策定
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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年

（昭和２０年）

◆「国際連合憲章」採択

◆「国際連合（国連）」

発足

１９４６年

（昭和２１年）

◆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年

（昭和２２年）

◆「日本国憲法」施行

１９４８年

（昭和２３年）

◆「世界人権宣言」採択

１９６７年

（昭和４２年）

◆「婦人に対する差別撤

廃宣言」採択

１９７５年

（昭和５０年）

◆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年

（昭和５１年）

◆国連婦人の十年（～１

９８５）

１９７７年

（昭和５２年）

◆「国内行動計画」策定

１９７９年

（昭和５４年）

◆「女子差別撤廃条約」

採択

１９８０年

（昭和５５年）

◆「『国連婦人の十年』

中間年世界会議」（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年

（昭和５６年）

◆「女子差別撤廃条約」

発効

◆「婦人の明日をひらく

富山県行動計画」策定

１９８５年

（昭和６０年）

◆「『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年

（昭和６１年）

◆「男女雇用均等法」施

行

１９８７年

（昭和６２年）

◆「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年

（平成２年）

◆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
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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

１９９１年

（平成３年）

◆「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年

（平成４年）

◆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年

（平成５年）

◆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

１９９４年

（平成６年）

◆男女共同参画室設置

◆男女共同参画審議会

設置（政令）

◆男女共同参画推進本

部設置

◆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年

（平成７年）

◆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年

（平成８年）

◆「男女共同参画２００

０年プラン」策定

１９９７年

（平成９年）

◆男女共同参画審議会

設置（法律）

◆「男女雇用機会均等

法」改正

（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年

（平成１１年）

◆「男女共同参画社会基

本法」公布・施行

◆「食料・農業・農村基

本法」公布・施行

◆「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年

（平成１２年）

◆国連特別総会「女性２

０００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年

（平成１３年）

◆男女共同参画会議設

置

◆男女共同参画局設置

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律」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）
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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

２００２年

（平成１４年）

◆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年

（平成１５年）

◆「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年

（平成１６年）

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律」改正、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年

（平成１７年）

◆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

２００６年

（平成１８年）

◆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年

（平成１９年）

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律」

改正（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年

（平成２０年）

◆「女性の参画加速プロ

グラム」男女共同参画推

進本部決定

◆「次世代育成支援対策

推進法」改正（平成２１

年施行）

２００９年

（平成２１年）

◆「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年

（平成２２年）

◆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年

（平成２３年）

◆「砺波市男女共同参画

推進計画（第２次）」策

定
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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

２０１２年

（平成２４年）

◆「富山県民男女共同参

画計画（第３次）」策定

２０１３年

（平成２５年）

◆「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年

（平成２６年）

◆「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年

（平成２７年）

◆第５９回国連婦人の

地位委員会（国連「北京

＋２０」記念会合）

（ニューヨーク）

◆「持続可能な開発のた

めの２０３０アジェン

ダ」（SDGｓ）採択

◆「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る法律」公布、一部施行

◆「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

２０１６年

（平成２８年）

◆「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る法律」完全施行

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

等に関する基本計画（第

３次）」策定

◆「砺波市男女共同参画

推進計画（第３次）」策

定

２０１７年

（平成２９年）

◆「働き方改革実行計

画」策定

◆機構改革により、男女

参画・県民協働課、地方

創生推進室、労働雇用課

を再編した少子化対

策・県民活躍課が設置さ

れ、総合政策局所属とな

る

２０１８年

（平成３０年）

◆「政治分野における男

女共同参画の推進に関

する法律」公布、施行

◆「富山県民男女共同参

画計画（第４次）」策定

２０１９年

（令和元年）

◆「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る法律」等改正

２０２０年

（令和２年）

◆第６４回国連婦人の

地位委員会（国連「北京

＋２５」記念会合）

（ニューヨーク）

◆DV相談＋（プラス）

開始

◆「第５次男女共同参画

基本計画」閣議決定

◆「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（第

４次）」策定

◆「男女共同参画に関す

るアンケート調査」実施

２０２１年

（令和３年）

◆「政治分野における男

女共同参画の推進に関

する法律」の一部改正、

施行

◆機構改革により、総合

政策局少子化対策・県民

活躍課から知事政策局

働き方改革・女性活躍推

進室女性活躍推進課と

なる

-79-



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
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総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策
及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（国民の責務）

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共
同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
（法制上の措置等）

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。
（年次報告等）

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
（男女共同参画基本計画）

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同
参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければなら
ない。

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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）
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第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交
換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよ
うに努めるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同
参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努め
るものとする。

第３章 男女共同参画会議
（設置）

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。
（所掌事務）

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に
関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に
対し、意見を述べること。

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女
共同参画社会の形成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。
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この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日にお
ける旧審議会設置法第４条第２項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間
と同一の期間とする。

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で
ある者又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第 24条第
１項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理する
委員として指名されたものとみなす。
（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 令和元年6月19日同第46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。

第一章 総則
（定義）

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻
撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ
す言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者から
の身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該
配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み「離
婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情
に入ることを含むものとする。
（国及び地方公共団体の責務）

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、
その適切な保護を図る責務を有する。

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等
（基本方針）

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において
「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以
下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。
２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本
計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議
しなければならない。

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
（都道府県基本計画等）
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第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ
ればならない。

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町
村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条
において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表しなければならない。

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言
その他の援助を行うよう努めなければならない。

第二章 配偶者暴力相談支援センター等
（配偶者暴力相談支援センター）

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴
力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての
機能を果たすようにするよう努めるものとする。

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、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保援護等に関する制度の利用等に
ついて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

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

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

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

５ 配偶者暴力相談支援センターは その業務を行うに当たっては必要に応じ配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
（婦人相談員による相談等）

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。
（婦人保護施設における保護）

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。
第三章 被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において
同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努
めなければならない。

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ
たと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができ
る。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の
規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ
たと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有
する情報を提供するよう努めなければならない。
（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者
に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行
うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
（警察官による被害の防止）

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律
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第百六十二号、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴
力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。
（警察本部長等の援助）

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、
方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶
者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるとき
は、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自
ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うも
のとする。
（福祉事務所による自立支援）

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事
務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六
十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところに
より、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の
関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連
携を図りながら協力するよう努めるものとする。
（苦情の適切かつ迅速な処理）

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた
ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

第四章 保護命令
（保護命令）

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加
える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）
が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配
偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、
当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、
配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶
者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、
当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身
体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害
が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受
けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下こ
の条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる
ものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本
拠を共にする場合に限る。
一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居
を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、
勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及
び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害
者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者
に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。
一 面会を要求すること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置
を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い
て送信し、又は電子メールを送信すること。

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

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文
書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条
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第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑
うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と
面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命
令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを
防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から
起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以
下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住
居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。た
だし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を
有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条
第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること
その他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止
するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被
害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の
効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該
親族等の住居当（該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場
所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付
近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該
親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、
することができる。
（管轄裁判所）

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は
住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一 申立人の住所又は居所の所在地
二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地
（保護命令の申立て）

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げ
る事項を記載した書面でしなければならない。
一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受け
る身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての
時における事情

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配
偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申
立ての時における事情

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面
会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時
における事情

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助
若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申
立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治
四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。
（迅速な裁判）

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。
（保護命令事件の審理の方法）

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ
とができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があ
るときは、この限りでない。

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴
力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及
びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶
者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。
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３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申
立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求
めた事項に関して更に説明を求めることができる。
（保護命令の申立てについての決定等）

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで
決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡
しによって、その効力を生ずる。

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す
る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し
くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事
項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称
が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二
以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配
偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。

５ 保護命令は、執行力を有しない。
（即時抗告）

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明
があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護
命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず
ることができる。

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か
ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければ
ならない。

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの
規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力
の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその
内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。

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

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命
令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては
同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定に
よる命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受
けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様と
する。

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を
取り消す場合について準用する。

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった
身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てが
あったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに
帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに
当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると
認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該
配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次
に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、
同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文
の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に
掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。
（事件の記録の閲覧等）

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、
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その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、
相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又
は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
（法務事務官による宣誓認証）

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を
行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務
官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせること
ができる。

（民事訴訟法の準用）
第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない
限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。
（最高裁判所規則）

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め
る。

第五章 雑則
（職務関係者による配慮等）

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務
関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、
被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な
配慮をしなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深め
るために必要な研修及び啓発を行うものとする。
（教育及び啓発）

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発
に努めるものとする。
（調査研究の推進等）

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の
ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保
護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。
（民間の団体に対する援助）

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の
団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
（都道府県及び市の支弁）

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用
を除く。）

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定
める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用。

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用
四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う
場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならな
い。
（国の負担及び補助）

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項
第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
二 市が前条第二項の規定により支弁した費用

第五章の二 補則
（この法律の準用）

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における
共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある
相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者
が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）
及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とある
のは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第六章 罰則
第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。
次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の
二におい読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護
命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。

附 則〔抄〕
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者
暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限
る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
（経過措置）

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談
し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十
二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相
談支援センター」とあるのは 「婦人相談所」とする。
（検討）

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検
討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
（経過措置）

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する
事件については、なお従前の例による。

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な
攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令
の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の
適用については、同項中「二月」とあるのは「二週間」とする。
（検討）

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加え
られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
（経過措置）

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

附 則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕
（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則〔平成二十六年法律第二十八号〕〔抄〕

（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

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
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る日から施行する。
一 略
二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十
六年十月一日

附 則〔令和元年法律第四十六号〕〔抄〕
（施行期日）

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日
（その他の経過措置の政令への委任）

第四条 前二条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。
（検討等）

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形
態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定す
る被害者の範囲の拡大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。

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導
及び支援の在り方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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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

（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
動計画及び第十九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等
（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（以下「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（次項及び
第十四条第一項において「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。
（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十二条 厚生労働大臣は、認定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、当該事業主の策定した一般事業主行
動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する
業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法
律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該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特に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。
（特例認定一般事業主の特例等）

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一項
及び第七項の規定は、適用しない。

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、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を公表しなければならない。
（特例認定一般事業主の表示等）

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条 厚生労働大臣は、特例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、第十二条の認定を取
り消すことができる。
一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。
二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。
（委託募集の特例等）

第十六条 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
及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条
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の三第一項、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十六条
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三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、同法第四十二条の三中「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）第十六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。

第十七条 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）

第十八条 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
第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」
という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事
業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同
じ。）を定めなければならない。

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、
採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員
に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握
し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し
て、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める
女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職
員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるため
の措置を講じなければならない。

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

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

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目
標を達成するよう努めなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十条 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次に掲げ
る情報を定期的に公表しなければならない。
一 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提供に関する実績
二 その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に関する実績

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前項各号に掲げ
る情報の少なくともいずれか一方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）

第二十一条 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次に掲げる情報を定期的に
公表しなければならない。
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一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績

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）

第二十二条 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）

第二十三条 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）

第二十四条 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、特例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）

第二十五条 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）

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業
生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
（協議会）

第二十七条 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、第二十二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二十二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）

第二十八条 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）

第二十九条 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）
第三十条 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
業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七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。
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（公表）
第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一
項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは
特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合にお
いて、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
（権限の委任）

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条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）

第三十三条 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

第三十四条 第十六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。

第三十五条 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 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条 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 第十六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 第十六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 第十六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

第三十七条 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（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
二 第十六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 第十六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

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
第三十八条 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、第三十四条、第三十六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。

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）
及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
（この法律の失効）

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
２ 第二十二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、第二十八条の規定（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。

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。
一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日
二・三 略
四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び
第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」
を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第
五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十
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三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十
四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第四
条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関す
る法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三
十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第
一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定
並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日

（罰則に関する経過措置）
第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の
改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
（罰則に関する経過措置）

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
（検討）

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

(平成30年5月23日)
(法律第28号)

最終改正 令和3年6月16日法律第67号
（目的）

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内
閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町
村長の職（次条において「公選による公職等」という。）にある者として国又は地方公共団体における政策の
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（以下「政治分野における男女共同参画」という。）
が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、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、政治分野における男女共同参画の
推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野
における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、政治分野における男女共同
参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とす
る。
（基本原則）

第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選
挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を
確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、又
は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の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社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進
に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるよう
にすることを旨として、行われなければならない。

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下
に、公選による公職等としての活動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。
（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、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則（次条
において単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を
確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努
めるものとする。
（政党その他の政治団体の努力）

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政
党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組
むよう努めるものとする。
（実態の調査及び情報の収集等）

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状
況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供（次項及び第九条において「実
態の調査及び情報の収集等」という。）を行うものとする。

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体にお
ける実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。
（啓発活動）

第六条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めると
ともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。
（環境整備）

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることがで
きる環境の整備を行うよう努めるものとする。
（人材の育成等）

第八条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資す
る施策を講ずるよう努めるものとする。
（法制上の措置等）

第九条 国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男
女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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表紙には、Freepik.comの画像を使用しています。
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