
 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

 

 

 

 

近年、家庭における男女間の固定的な性別役割分担意識の解消にはある程度の成果が

認められるものの、依然として職場や社会のなかでの男女間の意識の差は大きく、ＤＶ

に関しては犯罪の複雑化や被害者の低年齢化が憂慮される状況にあります。 

 本市では、男女が自立した人間としてあらゆる分野でいきいきと輝くことのできる社

会の実現を目指し、平成１５年３月に「井原市男女共同参画のまちづくり条例」を制定

したほか、平成２３年には「第３次いばら男女共同参画プラン」及び｢井原市ＤＶ防止及

び被害者支援計画｣を策定し、男女共同参画社会の実現と、増加傾向にあるドメスティッ

ク・バイオレンス（ＤＶ）の防止、被害者支援及び男女間におけるあらゆる暴力根絶を

目指し計画の推進に取り組んでまいりました。 

 さらに、国においては平成２７年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」が成立し、９月から施行されています。これにより、国や地方公共団体・民間事業

所は、女性の積極的な雇用、女性の管理的地位への積極的な登用に努めることとなりまし

た。今後、社会における女性への期待はますます大きくなるといえるでしょう。 

このようななかで、「第３次いばら男女共同参画プラン」と「井原市ＤＶ防止及び被害

者支援計画」が５年を経過するにあたり、社会情勢の変化や、市民意識調査の結果をもと

に、より現状に沿った計画となるよう見直しを行いました。 

 今後は、市民の皆様・民間団体・事業者並びに関係機関の方々と連携を図りながら、本

計画を着実に推進してまいりたいと存じます。 

最後に、本計画の見直しにあたり、貴重なご意見ご提案を賜りました関係各位並びにご

協力いただきました皆様に、心から厚くお礼申しあげますとともに、計画の推進にあたり

まして、なお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 平成２８年３月 

          

                         井原市長 瀧 本 豊 文 
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１ 

第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の経緯 

 

本市では、平成４年より「女性アドバイザー事業」の実施をはじめとして、女性の視点からあら

ゆる分野についての意見を聴取し、市政に反映させるとともに、女性の市政に対する関心や参加意

識の高揚に努めてきました。 

平成８年には、文部省指定の「男女共同参画社会モデル市町村事業」を活用して市民意識調査を

行い、女性の地位向上や男女平等に関する市民の意識及び実態の把握を行いました。 

平成９年には「岡山県いきいき未来支援事業」により、男女共同参画社会の実現に対する市民へ

の草の根的な意識の啓発活動を行いました。平行して同年より、市内女性団体の情報交換と女性自

身の意識の向上を図ることを目的として、「女性のネットワークづくり事業（現：男女共同参画ネ

ットワーク事業）」をスタートさせ、女性団体等の連携と交流を図るなど、積極的な取り組みを展

開してきました。 

平成１２年３月に、本市の男女共同参画行政に係る初めての行動計画である「いばら男女共同参

画プラン」を策定し、男女共同参画のさらなる推進に向けさまざまな取り組みを行ってきました。 

平成１５年３月には、市民自らが男女共同参画社会の実現を目指し、いつまでも住み続けたいま

ちづくりを進めるため、「井原市男女共同参画のまちづくり条例」を制定（同年１０月施行）しま

した。 

そして、この条例の理念に基づき、平成１８年３月には「いばら男女共同参画プラン（改訂版）」

を策定し、男女共同参画のさらなる施策の展開を図ることとしました。 

本プランは、井原市男女共同参画推進審議会からの提言を受け、「いばら男女共同参画プラン（改

訂版）」に基づく施策を踏まえ、現在の社会状況や市民の意識の変化に対応するよう見直しを行い、

男女共同参画社会のより一層の実現を目指すものです。 

なお、本計画は、１０カ年を計画期間としており、平成２７年度に実施した市民意識調査や平成

２７年度に閣議決定された「第４次男女共同参画基本計画」、県が策定した「第４次おかやまウィ

ズプラン」などをもとに、計画を見直しました。 

  



 

２ 

第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 

 

２ 計画の目的と基本理念 

 

本計画は、男女が互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく

それぞれの個性と能力を十分発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の実現を

目的としています。 

また、条例で規定している次の６つの基本理念を、本計画の基本理念とします。 

（１）男女の人権の尊重 

（２）多様な生き方の選択 

（３）方針決定の場への共同参画 

（４）家庭生活における活動と他の活動との両立 

（５）男女の生涯の健康への配慮 

（６）国際的な協調 

 

３ 計画の位置付け 

 

（１）本計画は、「井原市男女共同参画のまちづくり条例」に基づいて、男女共同参画社会の実

現を目指す市の総合的な行動計画です。 

（２）本計画は、「井原市第６次総合計画」との整合性を図りながら、総合的かつ計画的に施策

を推進するものです。 

（３）本計画は、平成１８年に策定した「いばら男女共同参画プラン（改訂版）」を引き継ぎ、

平成２３年３月に策定した「第３次いばら男女共同参画プラン」です。 

 

４ 計画の期間及び見直し 

 

本計画の期間は、平成２３年度から平成３２年度までの１０カ年とします。 

ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、平成２７年度に中間見直しを行っています。 

  



 

３ 

第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の基本的な考え方 

 

５ 計画の体系 

男

女

共

同

参

画

社

会

の

実

現

を

目

指

し

て

 

基本目標 取り組み 施策の方向 

Ⅰ 

ともに育む 

 

お互いを尊重す

る男女平等の意

識づくり 

１ 男女共同参画につい

ての意識変革 

①固定的な性別役割分担意識の解消 

②社会生活における慣行の見直し 

③人権としての性の尊重 

④男女共同参画に関する調査研究と情報の収集・提供 

⑤男女共同参画に関する相談体制の充実 

２ 男女共同参画を目指

す生涯学習 

①家庭・地域における男女平等教育、学習の推進 

②男女平等観に立った学校教育の推進 

③多様な学習機会の充実と学習環境の整備 

Ⅱ 

ともに輝く 

 

男女共同参画に

よる豊かな地域

社会づくり 

１ まちづくりへの男女

共同参画 

①政策や方針決定過程への女性の参画促進 

②地域活動への男女共同参画 

③女性のエンパワーメントの促進 

④国際交流・国際貢献の推進 

Ⅲ 

ともに働く 

 

ゆとりを持って

働ける環境づく

り 

１ 働く場における男女

平等の実現 

①男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

②職場における女性の役職への登用 

③職場慣習の見直し 

２ 仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バラン

ス）の実現 

①職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

②多様なライフスタイルに対応した子育て支援の充実 

③社会的気運の醸成 

３ 多様な生き方を可能

にする条件整備 

①多様な就業形態の条件整備 

②女性の職業能力の開発及び能力発揮の支援 

③自営業等に従事する女性の労働条件の向上 

Ⅳ 

と も に 生 き

る 

 

健康で安らぎの

ある生活の基盤

づくり 

１ 生涯を通じた女性の

健康支援 

①女性の健康と母子保健の充実 

②ライフステージに応じた健康づくりの推進 

２ 女性の自立を支援す

る福祉の充実 

①高齢者や障害者の生活の安定と生きがいづくり 

②高齢者や障害者の介護支援体制の充実 

③ひとり親家庭などの安定と自立支援 

３ 女性に対するあらゆ

る暴力の根絶 

①暴力根絶のための基盤づくり 

②被害者への相談・支援・救済体制の充実 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

 

 

 

私たち一人ひとりが、自己の能力や個性を発揮することができ、あらゆる場において男女が対等

であることを認め合い、生き方を主体的に選択できる社会を築くことが必要です。 

そのためには、性別役割分担の固定化につながる制度や慣習等を見直すとともに、意識変革を促

す普及啓発活動を展開し、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる場において、男性も女性も

生涯にわたり、社会の対等な構成員として、互いの人格や生き方を尊重し合いながら、男女平等を

推進していくことが大切です。 

女性の人権の確立と男女平等を、理念ではなく、実態として形づくるためには、こうした性別役

割分担意識の解消を「あたらしい価値、あたらしい文化の創造」という、もう一つの側面として位

置付け、あらゆる教育、学習の場において積極的に取り組んでいくことが求められます。 

また、男性は長時間労働の常態化による時間的な制約などから、育児・介護など家庭生活や地域

活動に十分参加できていないことから、女性だけでなく、男性も生きやすく暮らしやすい社会を築

くことが、男女共同参画社会の実現に必要であるという認識を広める必要があります。 

 

井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 

 

第３条第１号（基本理念） 

 男女の個人としての尊厳が重んじられ、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあ

らゆる分野において、互いにその人権を尊重し、直接又は間接に性別による差別を受

けることなく、個人として能力を発揮できる機会が確保される社会であること。 

 

第３条第２号（基本理念） 

 男女一人ひとりが、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、性別による固定

的な役割分担意識にとらわれることなく、主体的な自己の意思及び責任により多様な

生き方を選択することができる社会であること。 

 

第３条第６号（基本理念） 

 男女が、国際社会における男女共同参画の取組と強調し、連携を深め合う社会であ

ること。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

私たちが、日頃無意識に受け入れている慣習やしきたりの中には、「男は仕事、女は家庭」に代

表されるような、性別に基づく固定的な役割分担意識を含んでいるものの見方や考え方が存在して

います。 

このようなものの見方や考え方は、女性や男性の行動を制約する要素となり、とりわけ女性が主

体的に生きるための自由な選択や能力発揮の障害となっています。それらにとらわれず、それぞれ

が個人として認められ、個性と能力を十分に発揮できる社会は、女性ばかりでなく男性にとっても

伸びやかで生きがいのある社会であるに違いありません。 

男女共同参画社会実現のために、男性が果たす役割は大変重要であり、男性の「働き方」を始め

とする意識改革を促進することが必要です。 

また、人権としての性の尊重を推進していくには、女性への暴力や性の商品化などに対する社会

環境の改善に引き続き取り組んでいく必要があります。 

市民全体が、これらの問題を正しく理解し、認識するためのさまざまな啓発活動を行うとともに、

地域における実態の把握や調査研究を行い、施策に反映していくことが必要です。 

 

●施策の方向 

（１）固定的な性別役割分担意識の解消 （１）固定的な性別役割分担意識の解消 （１）固定的な性別役割分担意識の解消 （１）固定的な性別役割分担意識の解消 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割にとらわれない平等意識の浸透を図るた

め、あらゆる機会を通じて、意識改革を促す施策の推進に努めます。 

人々の意識は、メディアを通じて入ってくる情報によっても大きく影響されるため、刊行物

やメディアなどの偏った表現の見直しを図ります。 

◆実施事業 

・ジェンダー

(※1)

にとらわれない意識を醸成するための各種講座等の開催 

・刊行物やメディアなどの男女平等意識の普及 

・情報紙等広報媒体を活用しての啓発 

 

（２）社会生活における慣行の見直し （２）社会生活における慣行の見直し （２）社会生活における慣行の見直し （２）社会生活における慣行の見直し 

   社会経済の急速な変化に対応するため、新たな制度の構築や抜本的な見直しが行われる中、

男女共同参画の視点に立ち、男女ともにライフスタイルを柔軟に選択できる社会の実現に向け

た制度・慣行の見直し、男性の「働き方」に対する意識改革を進めます。 

 

 

 

(※1)

ジェンダー（社会的性差） ジェンダー（社会的性差） ジェンダー（社会的性差） ジェンダー（社会的性差） 

生物学的性差であるセックス（sex）とは違い、性別に基づいて社会的に要求される役割などの社会的性差を

ジェンダー（gender)という。 

ある社会において、生物学的男性ないし女性にとってふさわしいと考えられている役割・思考・行動・表象全

般を指し、男性にとっては男性らしさであり、女性にとっては女性らしさのことをいう。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

◆実施事業 

・男女共同参画の視点に立った慣習等の見直し 

・慣行の見直しに向けて関係機関､団体､企業等への協力要請 

・男女共同参画を推進する市民及び企業の表彰 

・男性向けの広報・啓発活動の実施 

・男性の家事・育児等に対する意識改革のための取組 

・男性の働き方の見直しを促進するための取組 

 

（３）人権としての性の尊重 （３）人権としての性の尊重 （３）人権としての性の尊重 （３）人権としての性の尊重 

男女が互いの性と人権を尊重し、理解し合える社会をつくるためには、人権侵害に対して敏

感な目を持つことが大切です｡女性に対するさまざまな問題について、正しく理解・認識する

ための学習機会の推進を図ります。 

◆実施事業 

・人権としての性についての啓発 

・情報を主体的に読み解き発信できる力の向上への取組 

・人権としての性教育の充実 

 

 （４）男女共同参画に関する調査研究と情報の収集・提供  （４）男女共同参画に関する調査研究と情報の収集・提供  （４）男女共同参画に関する調査研究と情報の収集・提供  （４）男女共同参画に関する調査研究と情報の収集・提供 

国内外の男女共同参画に関する問題について実態把握に努めるとともに、男女の置かれてい

る状況を客観的に把握することのできる統計資料等の収集・提供を充実します。 

◆実施事業 

・市民意識調査の実施 

・男女共同参画に関する情報の収集・提供 

・男女共同参画施策の実施状況についての報告書作成 

 

 （５）男女共同参画に関する相談体制の充実  （５）男女共同参画に関する相談体制の充実  （５）男女共同参画に関する相談体制の充実  （５）男女共同参画に関する相談体制の充実 

男女共同参画の推進に関する相談窓口を広く市民に周知するほか、相談体制の充実を図ります。

 

イクメンとは、「育児をするメンズ」の略語。単純に育児中の男性というよりはむしろ積極的に子育てを楽し

み、自らも成長する男性のこと。 

イクボスとは、男性の従業員や部下の育児参加に理解のある上司のことで、イクメンを職場で支援するために、

育児休業取得を促すなど、仕事と育児を両立しやすい環境の整備に努めるリーダーのこと。 

イクメン/イクボスイクメン/イクボスイクメン/イクボスイクメン/イクボス    
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

人の意識や価値観は、家庭、職場、学校、地域社会の中で形成されるものであり、人間尊重を基

本とする考えを持った個人を育むためには、生涯にわたるそれぞれのライフステージ

(※1)

で、自立

と平等を目指した教育、学習が不可欠です。 

それぞれのライフステージのあらゆる場面で、心豊かな教育、学習が求められることは言うまで

もありませんが、特に子どもの意識形成にあたって重要な役割を担っている家庭での親の意識や態

度、また学校運営や授業のあり方が、男女平等意識に大きな影響を与えることを再認識し、男女共

同参画の視点での一貫した生涯学習を実践することが重要です。 

 

●施策の方向 

（１）家庭・地域における男女平等教育、学習の推進 （１）家庭・地域における男女平等教育、学習の推進 （１）家庭・地域における男女平等教育、学習の推進 （１）家庭・地域における男女平等教育、学習の推進 

毎日の生活の中で、親の価値観や期待が子どもの意識に与える影響は大きなものがあります。

男女が互いの人格を尊重し合い、相手の立場をよく理解し、助け合いのできる人間形成を図る

ため、子どもを持つ親や青少年等の学習機会を充実します｡ 

また、父親をはじめとした男性の積極的なかかわりについても考慮した取り組みを進めてい

くことが重要です。 

◆実施事業 

・男女共同参画の視点を盛り込んだ学習機会の提供や内容の充実 

・男女の多様化、高度化した学習需要への対応 

 

 （２）男女平等観に立った学校教育の推進  （２）男女平等観に立った学校教育の推進  （２）男女平等観に立った学校教育の推進  （２）男女平等観に立った学校教育の推進 

性別に偏りのない男女平等な社会づくりのために、学校教育の果たす役割は非常に大きなウ

ェートを占めています。学校教育のあらゆる場において、性別にとらわれず、子どもの個性や

能力、適性などを大切にした指導が行われるよう教育内容などの改善と充実に努めます。また、

男女共同参画を視点とした教職員、保護者や地域住民との連携による学校教育の推進に努めま

す。 

◆実施事業 

・男女平等の意識を育てる教育（保育）の推進 

・男女の人格を尊重した性に関する教育の充実 

・男女平等意識に基づいた進路指導、生徒指導の推進 

・保護者への啓発 

 

(※1)

ライフステージライフステージライフステージライフステージ 

人間の人生における幼年期・少年

期・青年期・壮年期・老年期などのそ

れぞれの段階 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

（３）多様な学習機会の充実と学習環境の整備（３）多様な学習機会の充実と学習環境の整備（３）多様な学習機会の充実と学習環境の整備（３）多様な学習機会の充実と学習環境の整備 

多様な学習ニーズに応えるため、出前講座などによる学習機会の充実と情報の提供を図りま

す。また、男性や働く女性、育児中の女性などの積極的な参加が図られるよう条件整備を行い

ます。 

◆実施事業 

・ライフステージに応じた多様な講座等の充実 

・性別にとらわれない多様な生き方を可能にする生涯学習情報の提供 

・講座開催時の託児コーナーの設置及び託児ボランティアの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 

 

第９条（教育の責務） 

学校教育、社会教育その他のあらゆる教育現場に携わる者は、男女共同参画のまち

づくりに果たす教育の重要性を深く認識し、個々の教育本来の目的を実現する過程に

おいて、基本理念に配慮した教育を行うように努めなければならない。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

 

 

 

男女共同参画による豊かな地域社会を実現するためには、社会のあらゆる分野へ、男女が対等に

参画し、両性の視点をバランスよく取り入れながら社会を築いていくことが大切です。 

本市においては、男女とも比較的多くの人が地域活動へ参画していることがうかがわれます。し

かし、重要な公的分野である政策・方針決定の場では、未だに女性の意見が十分に反映されている

とは言えない状況です。 

また、男性の生活の重点は、主に仕事に置かれており、地域や家庭への参画は主に女性に任せて

いるのが現状です。こうした仕事中心になりがちな男性が地域や家庭にかかわり、女性に偏ってい

る諸々の負担をともに分かち合うことは、これまで見過ごされがちだった価値や生きがいなど新た

な男性の生き方の発見につながるとともに、真にゆとりある生活を実現することにつながります。 

また、国際化が進む中、市内在住の外国人も次第に増加傾向にあります。ともに国際社会の一員

として、その責任と役割を果たすには、異文化を尊重し相互理解を深めることが大切です。 

女性問題の解決は国際的に共通の課題であるとの視点に立って、国際交流の推進を図るとともに、

世界の女性の地位向上に貢献するため、国際協力に向けた積極的な取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 

 

第３条第３号（基本理念） 

 男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の

立案及び決定に関し共同して参画する機会が確保される社会であること。 

 

第６条第４項（市の責務） 

市は、市の設置に係る合議制の機関（選挙により選出される委員で構成されるも

のを除く。）において、男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の１０分の４未

満にならないように努めるものとする。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

まちづくりは、行政だけでなく、市民との協働により推進されています。 

協働のまちづくりのひとつとして、市民の声を市政へ反映させるためにさまざまな審議会等が設

置されています。 

本市では、条例で「公募により、男女平等な参画の機会を提供するとともに、男女のいずれか一

方の委員の数が、委員総数の１０分の４未満にならないように努める」と規定されています。 

平成２７年４月現在、本市における審議会等に占める女性委員の割合は、３０．３％となってお

り、平成２５年度に３１．３％まで上昇したものの、微減に転じ、伸び悩んでいます。 

市の施策は、市民一人ひとりの生活に大きな影響を与えることから、市の政策や方針決定の場へ

の女性の参画を拡充し、男女の意見が十分に反映されることが必要です。 

また、まちづくりのために重要な地域のコミュニティ活動や市民活動などについても、男女の参

画により推進していくことが必要です。 

まちづくりのさまざまな場面で、女性の力が発揮されるよう女性のエンパワーメント

(※1)

を促進

します。 

 

■審議会等における女性の割合（国・県との比較）■審議会等における女性の割合（国・県との比較）■審議会等における女性の割合（国・県との比較）■審議会等における女性の割合（国・県との比較）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2%
30.9%

31.3% 32.3% 32.4% 33.2% 33.8% 33.2% 32.9%
34.2%

35.4%

24.0%

28.9%

35.7% 36.5%

37.2% 37.6% 37.4% 37.2% 37.8% 37.9%

37.5%

20.6%
22.4% 21.4%

23.8% 22.9% 23.2%

27.6% 28.1%
29.5%

31.3% 30.7% 30.3%

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

30.0 %

35.0 %

40.0 %

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

資料：内閣府男女共同参画局調べ国 県 井原市

(※1)

女性のエンパワーメント 女性のエンパワーメント 女性のエンパワーメント 女性のエンパワーメント 

「力をつける」という意味で、経済的に自立する力、政治や経営に参加する力、国際社会で活躍す

る力など様々な場面で女性が判断力や行動力を培い、蓄えることをいう。政策決定や意思決定の面で

十分に力を出せない状態にあった女性一人ひとりが、潜在的に持っている自分の力を自覚し、それを

伸ばすことにより、様々な分野で力を発揮していくこと。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

●施策の方向 

（１）施策や方針決定過程への女性の参画促進 （１）施策や方針決定過程への女性の参画促進 （１）施策や方針決定過程への女性の参画促進 （１）施策や方針決定過程への女性の参画促進 

市の審議会をはじめ、政策方針決定の場へ女性の意見を反映させるため、審議会や行政委員

会などへの積極的な女性の登用を図ります。 

◆実施事業 

・審議会等への女性登用率を目標４０％ 

・公募制の実施 

 

（２）地域活動への男女共同参画 （２）地域活動への男女共同参画 （２）地域活動への男女共同参画 （２）地域活動への男女共同参画 

豊かな地域社会をつくるためには、男女が対等に地域へ参加することが不可欠です。男女が

ともに参画することにより、活力に満ちた地域社会の創造を目指します。 

◆実施事業 

・男性も女性も積極的に参加できる環境づくり 

・地域活動を担う女性の責任ある地位への登用促進 

・市民活動に関する講座の開催・情報の提供 

 

（３）女性のエンパワーメントの促進 （３）女性のエンパワーメントの促進 （３）女性のエンパワーメントの促進 （３）女性のエンパワーメントの促進 

まちづくりへの女性の参画を進めるためには、女性自身が性別による固定的な決めつけにと

らわれることなく、自らの意見を反映させることができるよう自己啓発に努め、能力を高める

ことが必要です。 

そのため、各種研修会、講座等を開催すると共に、女性の人材や女性団体に関する情報の収

集・提供を行います。 

◆実施事業 

・女性の人材や女性団体の情報収集・提供及び女性のエンパワーメントを養成する講座の開催 

・女性団体・男女共同参画の活動を行う団体への活動支援 

・「女性のチャレンジ支援

(※1)

策」の推進 

・行政についての研修機会の充実 

 

    

(※1)

女性のチャレンジ支援 女性のチャレンジ支援 女性のチャレンジ支援 女性のチャレンジ支援 

様々な分野において、女性が政策・方針決定過程に参画し、活躍することを目指す「上へのチャレン

ジ」、従来女性が少なかった分野に新たな活躍の場を広げる「横へのチャレンジ」、子育てや介護等でい

ったん中断した女性の「再チャレンジ」を推進し、女性の新しい発想や多様な能力の活用により、女性

が活躍し、男性もゆとりのある生き方を目指す、暮らしの構造改革を実現することを目的としている。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

（４）国際交流・国際貢献の推進 （４）国際交流・国際貢献の推進 （４）国際交流・国際貢献の推進 （４）国際交流・国際貢献の推進 

地域の国際化が急速に進展する中、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化の違いを認

めながら共に生きていく多文化共生社会を目指します。 

また、国際交流協会や市民との協働により、国際理解のための教育・啓発事業の推進に努め

ます。 

◆実施事業 

・国際理解のための教育・啓発事業の促進 

・ボランティアとの連携による国際交流や国際協力活動の促進 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

 

 

 

働くことは、私たちの生活の経済的基盤を形成するものであり、その環境を整備することは、男

女共同参画社会を実現する上で、とても重要なことです。 

働く女性の増加や就労意欲の高まりを背景に、「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」、「育児・

介護休業法」など、法制度の整備は進んできています。しかし、働く女性を取り巻く社会の現状は

必ずしも女性が働きやすい環境になく、運用面ではさまざまな問題が指摘されています。 

本市の女性の年齢階層別労働力率を見ると、出産・育児期にあたる女性の多くが離職することを

表すＭ字型曲線を描いており、すべての年代で全国よりも高く、依然として働く女性が多いことが

分かります。 

近年、ライフスタイルの変化とともに、多様な就業ニーズや就業形態（パートタイム労働、派遣

労働、在宅勤務など）を選択し、仕事と家庭の両立を望む人が増えてきたこともあり、働き続ける

ための条件整備が大きな課題となっています。 

働く女性が性により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備し、働き

ながら安心して子どもを産み育てることができる環境づくりが大切です。 

また、平成２７年９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行され、働く

場面で女性がより活躍できるよう、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定

が義務づけられました。国や地方公共団体も特定事業主として行動計画の策定が平成２８年４月か

ら義務づけられます。市も国・県と連携して制度の周知・啓発に努める必要があります。 

 

■年齢（５歳階級）、男女別労働力率構成比■年齢（５歳階級）、男女別労働力率構成比■年齢（５歳階級）、男女別労働力率構成比■年齢（５歳階級）、男女別労働力率構成比 

 

 

 

 

 

 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

15～19 25～29 35～39 45～49 55～59 65～69 75歳以上

資料：総務省「国勢調査」(H22)

男性（井原市）

女性（井原市）

女性（全国）

 

１５歳以上の女性の労働力率を

年齢階級別に見た際に、２５～２

９歳層と４５～４９歳層を左右の

頂点とし、３０歳～４４歳が低く

なる曲線の形 

Ｍ字型曲線Ｍ字型曲線Ｍ字型曲線Ｍ字型曲線 



 

14 

第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

女性が能力を発揮して、いきいきと働き続けるための法制度や労働環境は、徐々に整備されつつ

ありますが、いまだに賃金をはじめ、さまざまな面で事実上の男女格差が指摘されています。 

このため、男女雇用機会均等法など、法制度の一層の周知徹底を図るとともに、それぞれの能力

が十分に発揮され、いきいきと働ける職場環境づくりを促進することが必要です。 

 

■井原市男女別平均賃金の推移■井原市男女別平均賃金の推移■井原市男女別平均賃金の推移■井原市男女別平均賃金の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の方向 

（１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保 （１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保 （１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保 （１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

賃金や雇用管理における男女格差を是正するため、関係機関等との連携を強化し、男女の均

等な雇用機会と待遇の確保及び職場における男女共同参画の推進に向けた広報・啓発活動を充

実します。 

◆実施事業 

・男女平等の職場づくりと労働条件・職域の拡大のための啓発 

・労働関係法制度についての周知 

・労働に関する各種講座での男女平等の啓発推進 

・情報提供、相談体制の整備充実 

256,403 259,363 262,633
256,299

262,251
270,888

256,826
264,979

269,681 265,890
261,371

271,434

180,735 184,625 181,774 183,449
191,182 190,512 190,017 187,492 189,663 191,555

184,899 188,417

0 円

50,000 円

100,000 円

150,000 円

200,000 円

250,000 円

300,000 円

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

資料：井原市商工会議所「井原市賃金実態調査」

男性

女性
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

（２）職場における女性の役職への登用 （２）職場における女性の役職への登用 （２）職場における女性の役職への登用 （２）職場における女性の役職への登用 

女性自身の職業意識の高揚はもとより、関係機関と連携して、働く女性のキャリアアップや

能力育成を図り、女性が自らの力を十分生かすことができるよう事業所等への働きかけを行い

ます。 

◆実施事業 

・キャリアアップ、能力育成講座の周知と参加の促進 

・パンフレット、ＨＰによる啓発の促進 

 

（３）職場慣習の見直し （３）職場慣習の見直し （３）職場慣習の見直し （３）職場慣習の見直し 

男女がともに働きやすい環境づくりに向けた取り組みを積極的に行うとともに、出産、結婚

退職など女性に不利益な職場慣習などの見直しを促進し、女性がその能力を十分発揮できるよ

う努めます。 

◆実施事業 

・働く女性の母性の重要性についての啓発 

・セクシュアル・ハラスメント

(※1)

、マタニティ・ハラスメント

(※2)

の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※1)

セクシュアル・ハラスメント セクシュアル・ハラスメント セクシュアル・ハラスメント セクシュアル・ハラスメント 

性的嫌がらせのこと。特に職場などで男女を問わず当

人が嫌がる性的な、あるいは性的な含みを持った言動を

執ように表したりすること。 

(※2)

マタニティ・ハラスメント マタニティ・ハラスメント マタニティ・ハラスメント マタニティ・ハラスメント 

働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉

体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解

雇や雇い止めで不利益を被ったりするなどの不当な扱

いをすること。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

年齢や性別にかかわらず、一人ひとりが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様々な段階に応じて多様

な生き方が選択できるワーク・ライフ・バランス

(※1)

の実現が求められています。 

職場においては、育児・介護休業法等法整備は進んでいるものの、現実には休業が取得されにく

く、また、取得者のほとんどが女性と言われています。一方、男性も仕事中心の働き方を余儀なく

され、家庭や地域の活動をなかなか行えない状況も見られます。 

こうした中で、男女がともに職業生活と家庭・地域生活を両立できるように、職場・家庭・地域

それぞれにおける意識の改革を進めるとともに、育児・介護休業制度の利用促進や、多様な保育ニ

ーズに対応できる子育て支援のための体制を充実します。 

 

●施策の方向 

（１）職業生活と家庭・地域生活の両立支援 （１）職業生活と家庭・地域生活の両立支援 （１）職業生活と家庭・地域生活の両立支援 （１）職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

男女がともに職業生活と家庭（家事・育児・介護）・地域生活が両立可能な社会づくりの推

進を図ります。 

◆実施事業 

・家庭生活における男女共同参画の推進 

・育児休業・介護休業（介護休暇）制度の普及 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(※1)

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりが、やりが

いや充実感を持ちながら働き、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。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

（２）多様なライフスタイルに対応した子育て支援の充実 （２）多様なライフスタイルに対応した子育て支援の充実 （２）多様なライフスタイルに対応した子育て支援の充実 （２）多様なライフスタイルに対応した子育て支援の充実 

男女がともに働きながら、家庭を担うためには、多様なニーズに対応した保育施策の充実が

求められます。また、地域での支援体制など、社会全体で支えていくシステムの整備に努めま

す。 

◆実施事業 

・保育サービス・放課後児童クラブ（学童保育）の充実 

・ファミリーサポート事業

(※1)

の推進 

・地域の子育て環境整備と支援体制の充実 

 

（３）社会的気運の醸成 （３）社会的気運の醸成 （３）社会的気運の醸成 （３）社会的気運の醸成 

男性の育児休業取得率が伸び悩む中、積極的に育児をする男性を応援する等男性の仕事と育

児の両立に関する意識啓発を行うことにより、男性の家事・育児・介護への参画の推進を図る。 

◆実施事業 

・男性の育児休業取得の促進 

・男性の家事・育児・介護への参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 

 

第３条第４号（基本理念） 

男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び社会生活におけ

る活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合い、男女共同参画社会を共に担うこと

ができる社会であること。 

(※1)

ファミリーサポート事業 ファミリーサポート事業 ファミリーサポート事業 ファミリーサポート事業 

急な仕事の都合や子どもの病気など、家庭や既存の保

育施設では応じきれない変動的、変則的な保育ニーズに

対応するため、育児を応援して欲しい人（依頼会員）と

応援したい人（提供会員）が育児の相互援助を行うシス

テム。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

価値観やライフスタイルが多様化する中で、働き方に対する考え方も変化し、パートタイム労働

や派遣労働、在宅勤務など働き方が多様になってくるとともに、こうした労働者の数も増加傾向に

あります。 

このような働き方は、自分のライフスタイルに合わせて就業形態を選択でき、家庭と職業を両立

しやすいというメリットがある一方、必ずしも安定しておらず、労働条件が十分確保されていない

など、雇用管理に問題がある場合があります。 

また、自営業等においては、生産や経営の担い手として重要な役割を担っているにもかかわらず、

経営における方針決定は、男性中心に行われることが多く女性の果たす役割が十分評価されている

とは言えません。 

こうした多様な就業形態で働く女性の自立と地位の向上を図るためには、労働状況の実態を把握

するとともに、雇用管理の改善に対する啓発、あるいは適性に応じた男女平等な能力開発の機会な

どの確保に努め、女性が働き続けられる環境の整備と支援する体制づくりが必要です。 

 

●施策の方向 

（１）多様な就業形態の条件整備 （１）多様な就業形態の条件整備 （１）多様な就業形態の条件整備 （１）多様な就業形態の条件整備 

パートタイム労働など不安定な就業形態を選択している労働者の実態を把握し、労働条件の

改善や雇用の安定のため、労働者や雇用主に対して啓発を図ります。 

◆実施事業 

・法制度の周知と労働条件の向上のための意識啓発 

・女性の労働に関する調査・研究 

・情報提供、相談体制の整備 

 

（２）女性の職業能力の開発及び能力発揮の支援 （２）女性の職業能力の開発及び能力発揮の支援 （２）女性の職業能力の開発及び能力発揮の支援 （２）女性の職業能力の開発及び能力発揮の支援 

女性の就業や就業の継続を支援するため、関係機関と連携し、再就職や起業に関する情報提

供や学習機会などの充実を図ります。 

◆実施事業 

・各種職業能力の向上、開発のための講座の充実 

・再就職に向けた制度の普及と講座の充実 

・女性起業家に対する情報の提供等育成支援 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

（３）自営業等に従事する女性の労働条件の向上 （３）自営業等に従事する女性の労働条件の向上 （３）自営業等に従事する女性の労働条件の向上 （３）自営業等に従事する女性の労働条件の向上 

自営業等に従事する女性の労働が適切に評価されるよう、労働環境整備の促進に努めます。

また、女性が自らの意思により経営方針決定の場に参画できるよう技術・能力の向上に対する

支援をします。 

◆実施事業 

・経営参画に見合った労働報酬の確保に向けた啓発 

・専門知識の修得と能力開発などの活動への支援 

・女性の経営への主体的な参画の促進 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

 

 

 

健康で安らぎのある生活を送るには、女性も男性もそれぞれの身体特性を十分理解し、健康保

持・増進のために生涯を通じての健康対策が必要となってきます。 

とりわけ、女性の健康というと、子どもを産み育てるという面から大きな関心が向けられてきま

したが、妊娠・出産にかかわる女性の心身については男女がともに理解を深め、対等な関係のもと

に、性と生殖に関する互いの意思を尊重することが大切です。 

また、子どもを産み育てることの重要性を社会全体で認識し、支えていかなければなりません。

女性の生涯にわたる健康づくりとともに、母性保護を充実させ、子どもを産み育てる環境を整備す

ることが必要です。 

その一方で、急速な高齢化により要介護者が増加し、家族、特に女性への負担が一段と増大して

います。こうした状況を改善するためにも、介護保険制度をはじめとするさまざまな社会的支援体

制を充実させることが必要です。 

高齢者や障害者が、その意欲や能力を発揮しながら就業や地域活動等のあらゆる分野へ参画でき

る環境づくりや、ひとり親家庭に対する子育て支援及び自立して生活する上での支援も重要です。 

さらに、男女がともにやすらぎのある生活を送る上で、暴力の根絶は大変重要なことです。特に、

男女の固定的役割分担や経済的格差、上下関係などに起因し、被害が潜在化しがちな「女性への暴

力」は人権を踏みにじる行為であり、その根絶に向け、早急に対応しなければならない大きな問題

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 井原市男女共同参画のまちづくり条例 

 

第３条第５号（基本理念） 

男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産等に関してその意思が尊重され

るとともに、生涯を通じた心身の健康が配慮される社会であること。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

男女共同参画の形成にあたっては、男女がお互いの性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、

相手に対する思いやりを持つことが大切であり、生涯を通じた健康の維持が不可欠です。特に女性

は、妊娠や出産の可能性があるなど、男性とは異なる健康上の問題に直面することがあります。 

これまで、女性の健康については、妊娠・出産・子育てをする母親としての時期に重点が置かれ

てきましたが、生涯にわたっての健康管理については、まだ十分とは言えない状況にあります。 

これからは女性の妊娠から出産までの一貫した母子保健対策の充実に加え、すべてのライフステ

ージを通じて、女性自身が自ら健康の保持・増進に意識的に取り組み、自己決定できるような施策

の推進が求められます。 

こうした概念に関して、広く市民への普及啓発に努めるとともに、女性の生涯を通じた健康を支

援するための総合的な施策の推進を図ります。 

 

●施策の方向 

（１）女性の健康と母子保健の充実 （１）女性の健康と母子保健の充実 （１）女性の健康と母子保健の充実 （１）女性の健康と母子保健の充実 

母性の重要性を社会の共通の認識とし、母子保健対策の充実を図ります。 

また、すべての女性が生涯にわたる健康の保持に取り組み、妊娠、出産等、自分の身体につ

いての自己決定ができるような社会気運の醸成を図ります。 

◆実施事業 

・性や妊娠、出産に関する健康についての情報提供（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

(※1)

の概念の啓発） 

・妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供 

・生命の尊重や性に関する学習機会の充実 

 

（２）ライフステージに応じた健康づくりの推進 （２）ライフステージに応じた健康づくりの推進 （２）ライフステージに応じた健康づくりの推進 （２）ライフステージに応じた健康づくりの推進 

高齢社会を迎え、生涯を心身ともに健康でいきい 

きと暮らすためには、一人ひとりのライフサイクル 

に合った心と身体の健康管理が基盤となります。 

一人ひとりのライフステージに応じた、健康や体 

力づくりの啓発と事業の推進に努めます。 

◆実施事業 

・健康教育の充実 

・ライフステージに応じた健康診査の推進 

・スポーツ・レクリエーション活動の促進 

 

(※1)

リプロダクティブ・ヘルス/ライツリプロダクティブ・ヘルス/ライツリプロダクティブ・ヘルス/ライツリプロダクティブ・ヘルス/ライツ 

国連国際人口会議（１９９４年・カイロ）

で論議されたもので、特に女性の健康の自己

決定権を保障する考え方で、リプロダクティ

ブ・ライツは、それをすべての人々の基本的

人権として位置づける概念。女性が身体的、

精神的、社会的に良好な状態により安全な性

生活を営み、子どもをいつ何人産むか、また

は産まないかなどを、当事者である女性に幅

広い自己決定権を認めようとする考え方で、

妊娠、出産、中絶に関わる女性の生命の安全

や健康を重視したもの。 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

本市の高齢化率は、平成２６年１０月現在で見ると３３．４％

(注 1)

と全国平均の２６．０％

(注 2)

、

岡山県の２８．１％

(注 2)

を大きく上回って、急速に高齢化が進んでいます。 

こうした高齢社会の中で、介護保険制度が十分に利用できるような基盤整備や体制づくりに努め、

従来から家族介護、特に女性に重い責任が課されていた高齢者介護問題を、地域や社会全体で支え

ていくことが必要です。 

加えて、住み慣れた地域社会の中で、高齢者や障害者などが生きがいをもって、自立した暮らし

ができるような環境整備と社会全体で支え合う体制づくりが求められています。 

また、ひとり親家庭などについても、健康で安定した生活を営むことができるための支援を行い

ます。 

(注 1) 市の数値は住民基本台帳による 

(注 2) 国・県の数値は「人口推計」（総務省統計局）による 

 

 

■高齢化率の推移■高齢化率の推移■高齢化率の推移■高齢化率の推移    
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

●施策の方向 

（１）高齢者や障害者の生活の安定と生きがいづくり （１）高齢者や障害者の生活の安定と生きがいづくり （１）高齢者や障害者の生活の安定と生きがいづくり （１）高齢者や障害者の生活の安定と生きがいづくり 

だれもが社会の構成員として、生きがいのある生活を送りたいと願っています。高齢者や障

害者が、その能力や経験を社会に生かしていくための施策の充実と暮らしの安定を支援します。 

◆実施事業 

・公的年金や医療保険・介護保険等の情報提供と相談体制の充実 

・学習や文化活動の場の拡充 

・シルバー人材センター充実による就労対策支援の促進 

・健康づくり、スポーツ・レクリエーションの場の確保 

・老人クラブなど社会活動への参加促進 

 

（２）高齢者や障害者の介護支援体制の充実 （２）高齢者や障害者の介護支援体制の充実 （２）高齢者や障害者の介護支援体制の充実 （２）高齢者や障害者の介護支援体制の充実 

日常の介護にあたる家族の介護負担を軽減するため、介護保険制度によるサービスの充実・

支援を行うとともに、男性の介護等の講座や福祉サービスに携わる人材の養成や確保など社会

全体で支え合う体制を整備します。 

◆実施事業 

・介護保険制度の総合的な整備充実 

・介護保険対象外の福祉サービスの充実 

 

（３）ひとり親家庭などの安定と自立支援 （３）ひとり親家庭などの安定と自立支援 （３）ひとり親家庭などの安定と自立支援 （３）ひとり親家庭などの安定と自立支援 

経済的、精神的にも負担の大きいひとり親家庭などの自立に向けた施策を充実させ、生活基

盤の安定を図るよう支援します。 

◆実施事業 

・生活の安定と自立促進のための支援 

・各種制度の利用促進と情報提供 

・相談体制の充実 
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第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 第２章 基本目標別計画の内容 

 

配偶者・パートナーからの暴力（ＤＶ＝ドメスティック・バイオレンス

(※1)

）は、犯罪となる行

為を含む重大な人権侵害であり、被害者のみならず、擁護する子ども等にも心理的な外傷を与える

など、その対象が性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。 

また、子どもや高齢者などの弱者へ暴力の矛先が向けられたり、デートＤＶなど加害者に罪の意

識が薄いという傾向があるなど、ＤＶは外部から発見しづらく、その被害が深刻化・潜在化しやす

いという特徴があります。 

このため、本市でも、配偶者暴力防止法に基づき、市民に最も身近な行政機関として、ＤＶ施策

に関する計画を策定し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護や自立支援のための施策を総合

的に実施していきます。 

 

●施策の方向 

（１）暴力の根絶のための基盤づくり （１）暴力の根絶のための基盤づくり （１）暴力の根絶のための基盤づくり （１）暴力の根絶のための基盤づくり 

配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーからの暴力、職場や学校などさまざまな場で

のセクシュアル・ハラスメント、つきまとい行為（ストーカー）などは、女性に対する暴力で

決して許されるものではありません。これらの女性に対する暴力が、女性の人権を侵害してお

り、犯罪行為であるということを認識させ、そのような暴力を未然に防ぐ社会づくりを進めて

いくことが必要です。 

◆実施事業 

・女性に対する暴力防止の啓発・関係法律等の情報提供 

・セクシュアル・ハラスメントの防止 

 

（２）被害者への相談・救済・支援体制の充実 （２）被害者への相談・救済・支援体制の充実 （２）被害者への相談・救済・支援体制の充実 （２）被害者への相談・救済・支援体制の充実 

井原市ＤＶ防止及び被害者支援計画に沿って、暴力を受けている被害者からのさまざまな相

談に対応できるよう、相談・救済・支援体制の充実を図ります。 

◆実施事業 

・相談窓口の充実 

・関係機関との連携による被害者支援及び 

救済体制の充実 

・被害者保護のための住民票の閲覧や写し 

の交付の制限 

 

(※1)

ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス） ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス） ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス） ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス） 

夫（パートナー、恋人）からの暴力のこと。広

義では、女性・子ども・高齢者・障害者などの家

庭内弱者への「継続的な身体的虐待、心理的虐待、

基本的なニーズの剥離、性的な虐待」を指し、こ

こでは、婚姻の有無を問わず親密な関係にある男

性が女性にたいして用いる身体的心理的暴力を指

す。 



 

25 

第３章 計画を推進するにあたって 第３章 計画を推進するにあたって 第３章 計画を推進するにあたって 第３章 計画を推進するにあたって 

 

１ 推進体制の充実 

 

（１）庁内推進体制の充実 

「井原市男女共同参画推進本部」において、総合的かつ効果的な施策の推進を図ります。 

（２）井原市男女共同参画推進審議会の開催 

「井原市男女共同参画推進審議会」では、市の男女共同参画の推進に関する重要事項につ

いて審議するほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項についての提言などを行います。 

市では、審議会からの意見や提言を受け、施策のより効果的な推進に努めます。 

（３）井原市男女共同参画まちづくり推進員の活動促進 

市内各地区に配置している「井原市男女共同参画まちづくり推進員」との連携を図り、地

域における男女共同参画を推進します。 

 

２ 他機関との連携 

 

（１）市民団体等及び関係機関との連携強化 

井原市男女共同参画ネットワークをはじめ、各種市民団体及び関係機関との相互の連携・

協力を進め、情報交換等を緊密に行い、協働で事業を実施するなど幅広い取り組みを展開し

ます。 

 



 

  



 



 

 



 

２６ 

第１章 策定にあたって 第１章 策定にあたって 第１章 策定にあたって 第１章 策定にあたって 

 

近年、配偶者に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「ＤＶ」という。）の問題が

深刻化しています。また、ＤＶの被害者は多くの場合女性であり、この背景には、依然として根強

く残る男女の平等なパートナー意識の欠如や、女性の経済的自立の困難さなどがあると言われてお

り、私たちの身近に起こりうる問題として考えていく必要があります。 

このような社会的性別（ジェンダー）に起因する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵

害であるだけでなく、個人の尊厳を害し、男女共同参画社会実現への妨げとなっています。 

このため、国においては、平成１３年４月「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」が施行され、ＤＶの防止と被害者の支援に向けて様々な取り組みが行われるようになるとと

もに、ＤＶは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であるという認識が広がりつつあります。 

そして、平成２０年１月に２度目の改正、さらに、平成２５年６月には３度目の改正が行われ、

生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についてもこの法律が適用されること

となり、法律名も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」

という。）」と改められ、平成２６年１月に施行されました。 

しかし、ＤＶは、外部からの発見が困難な家庭内で発生する場合が多いため、公的機関への相談

や届に抵抗をもつことが多く、表面化しにくいという傾向があります。また、子どもや高齢者など

の弱者へ暴力の矛先が向けられたり、デートＤＶなど加害者に罪の意識が薄いという傾向があるな

ど、ＤＶ被害は複雑化、深刻化してきています。 

今後、本市においては、人権が尊重され明るく住みよいまちづくりを実現するため、家庭、職場、

学校、地域などあらゆる場面において啓発を図るなどＤＶ防止対策に取り組むことはもちろん、相

談体制の充実に努めるほか、被害者に対する支援を図っていく必要があります。 



 

２７ 

第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 

 

１．井原市の現状及び取組 

 

本市において、市の相談窓口での相談件数は、平成２５年度は０件、平成２６年度が４件で件数

的にみると決して多い件数であるとは言えません。しかし、井原警察署における相談件数をみると、

年間２０～３０件程度の相談があり、そのうち数件は刑事事件として取り上げられています。 

一方、男女共同参画に関する市民意識調査では、「暴力を受けたことがある」「暴力を振るったこ

とがある」と回答した人が９％あり、前回（平成２２年意識調査）より３ポイント多くなっていま

す。また、「身近に暴力を受けた者がいる」「身近に当事者はいないが、暴力についてのうわさを耳

にしたことがある」と回答した人が１６％あり、前回より６ポイント減ったものの、ＤＶ事案が減

っているのか、あるいは表面化しにくくなっているのか、発見・通報体制の整備と併せて、注意深

く見守っていく必要があります。 

また、「暴力を受けたことがある」と答えた人の内、５６％が家族や知人に、１６％が市の相談

窓口、民間の相談機関や医師・カウンセラーなどに相談しておりますが、２８％の人はだれにも相

談できない状況であったことから、市内にもＤＶが潜在化している様子がうかがえます。 

本市では、相談員を配置し、ＤＶ相談に対応してきており、今後とも相談体制充実の必要があり

ます。 

 

■ＤＶについて■ＤＶについて■ＤＶについて■ＤＶについて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         平成２２年                       平成２７年 
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身近に暴力を受けた当事者がいる

身近に当事者はいないが、暴力についてのうわさを耳にしたことがある

暴力がテレビや新聞などで問題になっていることは知っている

暴力について見聞きしたことはない
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２８ 

第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 

 

２．策定の趣旨 

 

ＤＶは、個人の尊厳や人権を著しく侵害する重大な問題であり、決して許されることではありま

せん。 

ＤＶが重大な人権問題であることを多くの人に知ってもらい、未然に防ぐことはもちろんですが、

被害にあった場合にはその被害者を早期に発見し、適切な救済措置を講じることが重要です。 

そこで、被害者が気軽に相談できる体制づくりを行うとともに、被害者の救済や自立を支援する

ための環境づくりなどの施策を総合的に展開していくため、この計画を策定するものです。 

 

３．計画の位置付け及び見直し 

 

この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項の規定に基づくもので、井原市男女共同参画のまちづ

くり条例第５条第３号に掲げるＤＶをはじめとする男女間におけるすべての暴力を根絶し、井原市

第６次総合計画に定める男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮できる男女共同参

画社会の実現を目指して、本市のＤＶ防止及び被害者の自立支援のための施策を総合的に推進する

ための計画とします。 

今回、平成２５年６月にＤＶ防止法の改正があったこと、また、その改正に伴い、平成２６年１

月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」が見直さ

れたことを踏まえ、平成２７年度に見直しを行う「第３次いばら男女共同参画プラン」に併せ、見

直しを行っています。 



 

２９ 

第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 第２章 策定の基本的な考え方 

 

４．計画の体系 

 

基本目標 重点目標 推進する施策 

Ⅰ 発生の防止及び抑

制に向けた取組の

推進 

１ 人権教育・啓発の推進 ○人権教育の推進 

○多様な機会をとらえた意識啓発 

２ ＤＶに関する理解促進 ○男女共同参画ネットワーク等の組織

を活用した普及啓発 

Ⅱ 被害者等救済体制

の充実 

３ 相談体制の充実 ○相談窓口の充実 

○相談員の資質の向上 

４ 発見・通報に関する体制

整備 

○医療機関等への協力依頼 

○子ども及び高齢者相談窓口等との協

力体制づくり 

○民生委員・児童委員等への働きかけ 

○広域的なネットワークによる支援体

制づくり 

５ 被害者の安全な保護・支

援体制の整備 

○緊急時の安全確保 

○同伴家族等への支援 

○外国人・障害者への配慮 

Ⅲ 被害者の自立を支

援する環境整備 

６ 住居の確保に向けた支援 ○公営住宅等の優先・優遇措置 

７ 経済的自立に向けた支援 ○被害者への就業支援 

○企業等に対する働きかけ 

○各種保健福祉支援制度の情報提供 

８ 被害者に関する個人情報

保護 

○住民基本台帳事務における支援措置 

○教育機関・保育所への周知 

９ 関係機関との連携強化 ○岡山県ＤＶ対策会議等への参加 

○ＤＶ関係機関連絡会議の設置 
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（現状と課題） 

本市においては、人権を大切にするとともに、暴力を否定する意識の醸成を図るため、人権啓発

井原市実行委員会・井原市人権教育推進協議会を主体として、学校や地域における人権教育・啓発

に取り組んできました。また、男女共同参画ネットワークを中心に、男女がお互いに相手の人格を

尊重する男女共同参画意識を醸成するための啓発活動に取り組んでいます。 

しかし、ＤＶ被害は潜在化しやすく、市民生活の奥深くに様々な形で存在しているものと考えら

れます。また、女性や高齢者、障害者などの弱者が対象となることが多く、重大な人権侵害です。 

今後、ＤＶを根絶するためには、家庭や地域社会、学校など様々な機会をとらえて、命の大切さ

や人を思いやる心、暴力を否定する意識を養う教育・啓発を行っていく必要があります。 

≪推進する施策≫ 

●人権教育の推進 

今後も、男女がお互いの人格を尊重する意識を養うため、学校における人権教育や地域社会・事

業所などさまざまな機会において、人権の尊重や男女共同に対する意識が醸成される人権教育の推

進を図ります。 

また、近年交際相手によるＤＶ被害、いわゆるデートＤＶ

(※1)

が問題となっており、学校や若者

を中心に、パンフレット等でデートＤＶが人権を侵害する行為であることを周知します。 

●多様な機会をとらえた意識啓発 

市内公共施設に、ＤＶに関するパンフレットやリーフレット等を設置して、広く市民への周知を

図ることにより人権啓発に努めます。また、市の人権啓発強調月間を中心に広報誌への掲載や、ケ

ーブルテレビでのスポット放送、ホームページへの掲載など機会あるごとに人権尊重意識の啓発に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

(※1)

デートＤＶ デートＤＶ デートＤＶ デートＤＶ 

 ＤＶはよく耳にする言葉ですが、大人の間だけのことではありません。男女交際においても、虐待や暴力

による対等でない関係があります。デートＤＶは結婚していない男女間での身体、言葉、態度による暴力の

ことで、親密な相手を思い通りに動かすために複合的に使われるあらゆる種類の暴力を言います。 
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（現状と課題） 

本市では、これまで市と男女共同参画ネットワーク、井原市女性協議会が共同で行う「男女共同

参画フォーラム」や、市が行う「男女共同参画セミナー」のテーマでＤＶを取り上げ、理解促進を

図ってきました。 

しかし、ＤＶは、自分が被害者だと気付いていない場合が多いことから、ＤＶ被害には身体的暴

力だけでなく精神的、性的、経済的、社会的な内容も含まれていることを広く周知し、一人で悩ま

ないで相談窓口に相談するよう啓発することが必要です。 

≪推進する施策≫ 

●男女共同参画ネットワーク等の組織を活用した普及啓発 

「男女共同参画フォーラム」や「男女共同参画セミナー」でＤＶをテーマとした講演等を行うと

ともに、男女共同参画ネットワークの組織を活かし、市の行事等でパンフレットを配布するなどＤ

Ｖの普及啓発に努めます。 

また、身近な人が被害者となった場合に、ＤＶの潜在化や被害の深刻化を防ぎ、二次的被害を未

然に防ぐことができるようＤＶへの理解促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（現状と課題） 

本市では、ＤＶに関する相談窓口を設け、さまざまなケースの相談に対応しています。しかし、

ＤＶに関しての相談窓口の周知不足もあり、被害を受けていてもどこに相談していいのかわからな

い場合もあると思われ、ＤＶ被害への理解と合わせ、相談窓口のＰＲにも積極的に努める必要があ

ります。 

また、トラブルが深刻化した被害者にとって、心の支えとなる相談員自身の資質を高めることも

不可欠です。 
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≪推進する施策≫ 

●相談窓口の充実 

市の相談窓口では、さまざまなＤＶ被害者の相談に応じています。特に深刻な事例に対しては、

県が設置する「一時保護施設

(※1)

」への入所や、保護命令

(※2)

の申し立て等の法的手続きの助言、ま

た暴力がある場合には警察と連携しての安全確保対策などの支援を積極的に行うとともに、被害者

が自立するために必要な住居や就業情報を収集し提供するなど相談窓口の充実に努めます。 

また、ＤＶ被害者が相談しやすいよう広報誌やホームページ、ケーブルテレビ等を活用して、市

の相談窓口や県の相談機関のＰＲに努めます。 

●相談員の資質の向上 

近年、ＤＶ問題は複雑・深刻化してきており、また、相談者も障害者や外国人など広範になって

きています。これらの相談に対応するためには、幅広い知識や技術を持った相談員の育成が不可欠

です。 

このため、内部研修をはじめ、県や関係機関が行う研修等に積極的に参加させるなど相談員の資

質の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※2)

保護命令 保護命令 保護命令 保護命令 

配偶者による暴力から被害者を保護するため、被害者

からの書面による申し立てを受けた地方裁判所が、配偶

者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な

危害を受ける恐れが大きいと認めた時、その配偶者に対

して保護命令を発令するものです。 

保護命令には、次の５種類があります。 

①被害者への接近禁止命令 

②被害者への電話等禁止命令 

③被害者の子への接近命令 

④被害者の親族等への接近命令 

⑤住居からの退去命令 

(※1)

一時保護施設 一時保護施設 一時保護施設 一時保護施設 

配偶者からの暴力を避けるために家を出たいと思っ

ていても、その配偶者に知られずに身を寄せる場所がな

い場合に、被害者を一時的に保護する施設です。施設に

は居室のほかに食堂、浴室等があり、指導員や看護士、

調理員などの職員が配置されています。衣食その他日常

生活に必要なものを給付されるほか、相談対応や自立サ

ポートも行われます。 
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（現状と課題） 

ＤＶは、多くの場合家庭内で発生すること、また被害者も家庭内のこととして表に出したがらな

いことなどで、外部から発見しにくく被害も潜在化しやすいことから、健康・医療・福祉関係機関

や、学校、地域で活動している人たちとの連携により、ＤＶを早期に発見するための協力体制を整

える必要があります。 

≪推進する施策≫ 

●医療機関等への協力依頼 

ＤＶ被害は、暴力により治療を受けた医療機関で発見される場合が多いことから、市内の医療機

関へＤＶ防止のための情報提供を行うほか、ＤＶを発見した場合や疑わしい場合は、市の相談窓口

を紹介するなど被害者を早期に発見するための働きかけを行います。 

●子ども及び高齢者相談窓口等との協力体制づくり 

青少年育成センターや井原市社会福祉協議会、介護支援センター連絡協議会など子どもや高齢者

に接する機関や団体に対し、ＤＶ防止のための研修等を行うほか、ＤＶを発見した場合や疑わしい

場合は、市の相談窓口を紹介するなど被害者を早期に発見するための協力を要請します。 

●民生委員・児童委員等への働きかけ 

民生委員・児童委員等は地域の事情に精通していることから、民生児童委員協議会に対し、ＤＶ

防止のための研修等を行うほか、ＤＶを発見した場合や疑わしい場合は、市の相談窓口を紹介する

など被害者を早期に発見するための協力を依頼します。 

●広域的なネットワークによる支援体制づくり 

近隣のＤＶ被害者保護支援関係機関へもＤＶの早期発見への協力を働きかけるとともに、当該機

関の連絡協議会等へも積極的に出席して関係者相互の情報交換を行い、ＤＶの現状の把握や適切な

支援対策の向上に努めます。 

 

 

（現状と課題） 

ＤＶ被害者が、加害者からの暴力等で命の危険にさらされているようなケースでは、県の一時保

護施設で保護を受けるまでの間、被害者の安全を確保することが重要です。 

このような場合、まず警察と連携して身体の安全を確保していますが、被害者が緊急的に安全に

避難できる体制や設備が必要です。 

また、ＤＶ被害には、子どもや高齢者などが巻き込まれていたり、近年増加している外国人が被

害者となったりする場合もあるなど、さまざまなケースを想定した保護・支援体制の整備が求めら

れています。
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≪推進する施策≫ 

●緊急時の安全確保 

県が設置する一時保護施設で一時保護が行われるまでの間、緊急の場合には、警察と連携をとり

ながら身体の安全を確保するとともに、関係機関の協力を得ながら安全な一時避難場所の確保を図

ります。 

また、必要に応じて、一時保護施設までの同行支援を行います。 

●同伴家族等への支援 

ＤＶ被害者が子どもや高齢者を同伴している場合があり、それぞれのケースに応じた対応が求め

られます。 

ＤＶは、子どもに与える心理的影響が大きく、病院等関係機関と連携しながら、子どもへの精神

的負担が軽減されるよう必要な支援を行います。また、教育機関や保育機関に対して、研修会等で

ＤＶ被害児の置かれた状況について理解を求めるとともに、転校措置や加害者への対応等について

協力を求めます。 

また、介護が必要な高齢者の場合、必要に応じて福祉・介護関係施設等と連携を図り、適切な支

援に努めます。 

●外国人・障害者への配慮 

外国人や障害者から相談があった場合、庁内において外国語、点字・手話などで通訳できる職員

に協力を依頼するほか、国際交流ボランティアを活用するなど、外国人や障害者などが相談しやす

い相談体制の整備に努めます。 

また、ＤＶに関する相談ができる窓口のＰＲ等、外国語や点字による情報提供を行うよう努めま

す。 

 

 

 

 

 

（現状と課題） 

ＤＶ被害者の自立を支援するためには、生活の基盤となる住居の確保を図ることが重要です。し

かしながら、被害者が加害者から身を隠し自立しようとしても、経済的事情や適当な保証人がいな

いなどの理由により、住居の確保が困難な場合もあります。 

そのため、本市では市営住宅の入居を希望する場合に、優遇措置を設け自立を支援することとし
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ていますが、民間住宅の入居に際して保証人がいない場合など、ケースに応じた支援策を考えてい

く必要があります。 

≪推進する施策≫ 

●公営住宅等の優先・優遇措置 

ＤＶ被害者として一時保護を受けた場合や裁判所からの保護命令が発令された場合は、市営住宅

の入居に際して優先入居を行います。また民間住宅入居に際しては、福祉制度等を活用するなど入

居へ向けての支援を行います。 

 

 

 

（現状と課題） 

ＤＶ被害者は、夫の収入に依存して生活している場合が多く、それが加害者から逃れられない要

因にもなっており、被害者が独立して生活していくためには、経済的な自立が不可欠です。 

そこで、就業のための技術習得、貸付制度等の利用可能な福祉制度についての情報提供を行うと

ともに、厳しい雇用環境の中で、さまざまな事情を抱えながら自立しようとする被害者に就業機会

が得られるよう、公的機関や事業所などの理解や協力を得ながらの支援が必要となっています。 

≪推進する施策≫ 

●被害者への就業支援 

ＤＶ被害者の就業を支援するために、ハローワークと連携して就業情報を提供するほか、県の機

関等が実施する就業に関する講座等の情報を積極的に入手し提供します。 

●企業等に対する働きかけ 

企業や事業主に対して、ＤＶ問題についての啓発を行い、被害者が経済的に自立していくための

取り組みについての理解と協力を働きかけます。 

●各種保健福祉支援制度の情報提供 

ＤＶ被害者やその家族が必要な支援を受けることができるよう、各種保健福祉制度に関する情報

の提供に努めます。 

 

 

 

（現状と課題） 

ＤＶ被害者からの申し出により、該当者の住民基本台帳や戸籍の写しの交付制限を行っています
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が、被害者の個人情報を保護し、加害者から身を守るためには、対応策の全庁的な周知・徹底が必

要です。 

また、子どもの入学や入園時に情報が漏れないよう、関係機関に協力を促すことも必要です。 

≪推進する施策≫ 

●住民基本台帳事務における支援措置 

ＤＶ被害者への支援措置として、住民基本台帳事務においては、閲覧制限を行っていますが、他

の部署においても対象者の情報を漏らさないよう、担当者会議などの場でＤＶを周知し閲覧制限の

徹底を図ります。 

●教育機関・保育所への周知 

ＤＶ被害者の子どもが転校・入園する場合、ＤＶ被害の状況等について配慮した対応をとるとと

もに、個人情報の漏えいには厳重に注意するなど、被害者家族が二次被害を受けることのないよう、

教育機関や保育機関等へ慎重な対応を周知します。 

 

 

 

（現状と課題） 

ＤＶの防止や救済・自立支援など本市のみで行うには限界があり、関係機関との連携が不可欠で

す。 

県が行うＤＶ対策会議やＤＶ被害者保護支援機関連絡会議、ＤＶ担当職員専門研修会等へ積極的

に参加し、他機関との情報交換等を通して連携を深めながら、総合的なＤＶ支援体制を確立してい

くことが必要です。 

≪推進する施策≫ 

●岡山県ＤＶ対策会議等への参加 

岡山県が行うＤＶ対策会議やＤＶ被害者保護支援機関連絡会議、ＤＶ担当職員専門研修会等に積

極的に参加し、相互の連携を図るとともに、具体的な事案等について実践的検討を行うなど会議を

通して資質の向上を図ります。 

●ＤＶ関係機関連絡会議の設置 

ＤＶ被害者を安全に保護し、自立した生活が営めるよう支援するためには、市内の関係機関が連

携して取り組むことが必要です。今後、行政、教育機関、保育機関、福祉機関、医療機関等全市を

網羅したＤＶ関係機関の連絡会議の設置に努めます。 

 



 

  



 



 

３７ 

計画策定の経緯 

●プラン及び計画策定 

平成２２年   

８月  第１回井原市男女共同参画推進本部幹事会 

 ・「いばら男女共同参画プラン」の進捗状況の報告 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」策定方針及び計画の体系について検討 

 ・男女共同参画に関するアンケートの内容について検討 

 男女共同参画に関するアンケート実施（８月１５日～８月３１日） 

  

９月  第２回井原市男女共同参画推進本部幹事会 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」策定方針及び計画の体系について検討 

 第１回井原市男女共同参画推進審議会 

 ・井原市における男女共同参画の現状説明 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」策定方針及び計画の体系について審議 

  

10 月  議会説明 

 ・市民福祉委員会で概要説明 

  

11 月  第３回井原市男女共同参画推進本部幹事会 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」素案の検討 

 ・アンケートの集計結果の報告 

 第１回井原市男女共同参画推進本部 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」素案の検討 

 ・アンケートの集計結果の報告 

 第２回井原市男女共同参画推進審議会 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」素案の審議 

 ・アンケートの集計結果の報告 

 議会説明 

 ・全員協議会で素案説明 



 

３８ 

計画策定の経緯 

  

平成２３年   

１月～  パブリック・コメント実施（１月１４日～２月１４日） 

２月   

  

３月  「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市 DV 防止及び被害者支

援計画」策定 

  

  

●中間見直し   

平成２７年   

５月  第１回井原市男女共同参画推進本部 

 ・井原市における男女共同参画の現状報告 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」中間見直し方針について検討 

 ・男女共同参画に関するアンケートの内容について検討 

  

６月  第１回井原市男女共同参画推進審議会 

 ・井原市における男女共同参画の現状説明 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」中間見直し方針について審議 

 男女共同参画に関するアンケート実施（６月１１日～７月３日） 

  

８月  第２回井原市男女共同参画推進本部 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」中間見直し素案について検討 

 ・アンケートの集計結果の報告 

  

９月  第２回井原市男女共同参画推進審議会 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」中間見直し素案について審議 

 ・アンケートの集計結果の報告 

  

  



 

３９ 

計画策定の経緯 

11 月  第３回井原市男女共同参画推進本部 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」中間見直し案について検討 

 第３回井原市男女共同参画推進審議会 

 ・審議会委員委嘱 

 ・「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市ＤＶ防止及び被害者

支援計画」中間見直し案について審議 

  

12 月  議会説明 

 ・全員協議会で中間見直し案説明 

  

平成２8 年   

１月  パブリック・コメント実施（１月４日～２月３日） 

  

３月  「第３次いばら男女共同参画プラン・井原市 DV 防止及び被害者支

援計画」中間見直し 
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井原市男女共同参画のまちづくり条例 

平成１５年３月１８日／条例第１号 

 

すべての市民が性別にかかわりなく個人として尊

重され、自らの意思により個性及び能力を十分に発

揮することができる社会の実現は、私たちの願いで

ある。 

本市においては、男女共同参画社会の実現をめざ

し、その指針となる「いばら男女共同参画プラン」

を策定し、積極的に施策を推進してきた。 

しかし、長い歴史の中で、社会的又は文化的に形

成された性別による固定的な役割分担意識又はそれ

に基づく社会慣行はいまだに存在しており、真の男

女平等社会の構築には多くの課題が残されている。 

個性豊かな活力ある井原市を築くためには、男女

が自立した人間として社会のあらゆる分野で、いき

いきと輝くことのできる男女共同参画社会の実現を

市政の重要課題と位置付け、市、市民及び事業者の

協働による新しい社会の創造を目指した意識の改革

及び施策の充実を図ることが必要である。 

ここに、私たちは男女共同参画社会の実現を目指

すとともに、いつまでも住み続けたいまちづくりを

進めるためにこの条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) (目的) (目的) (目的) 

第 1 条第 1 条第 1 条第 1 条 この条例は、男女共同参画のまちづくりの

推進に関し、基本理念、実現すべき姿並びに市、市

民、事業者及び教育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ることにより、自立し

た個人としての男女の人権が尊重され、あらゆる分

野において平等な男女共同参画社会を実現すること

を目的とする。 

 

(用語の定義) (用語の定義) (用語の定義) (用語の定義) 

第 2 条第 2 条第 2 条第 2 条 この条例おいて、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ることにより、

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) セクシュアル・ハラスメント 市民生活のあら

ゆる場において他の人を不快にさせたり不利益を与

えたりする性的な言動をいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の

届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。)又は恋人等から受ける精神的、身

体的、経済的及び言語的な暴力をいう。 

(5) 事業者 市内における公的機関、民間を問わず、

又は営利、非営利を問わず事業活動を行う団体及び

個人をいう。 

(6) 協働 相互の立場及び特性を認め、共通する課

題の解決又は社会的目的の実現に向け、積極的に

各々が主体的な意思と責任をもって行動することを

いう。



 

４１ 

(基本理念) (基本理念) (基本理念) (基本理念) 

第 3 条第 3 条第 3 条第 3 条 男女共同参画のまちづくりは、次に掲げる

男女が自立した個人として社会のあらゆる分野でい

きいきと輝くことのできる社会を目指すことを基本

として行われなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、家庭、

職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野にお

いて、互いにその人権を尊重し、直接又は間接に性

別による差別を受けることなく、個人として能力を

発揮できる機会が確保される社会であること。 

(2) 男女一人ひとりが、自立した個人としてその能

力を十分に発揮し、性別による固定的な役割分担意

識にとらわれることなく、主体的な自己の意思及び

責任により多様な生き方を選択することができる社

会であること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市におけ

る施策又は事業者における方針の立案及び決定に関

し共同して参画する機会が確保される社会であるこ

と。 

(4) 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生

活における活動及び社会生活における活動に対等な

立場で参画し、責任を分かち合い、男女共同参画社

会を共に担うことができる社会であること。 

(5) 男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、

出産等に関してその意思が尊重されるとともに、生

涯を通じた心身の健康が配慮される社会であること。 

(6) 男女が、国際社会における男女共同参画の取組

と協調し、連携を深め合う社会であること。 

 

(実現すべき姿) (実現すべき姿) (実現すべき姿) (実現すべき姿) 

第 4 条第 4 条第 4 条第 4 条 市、市民及び事業者は、次に掲げる事項を

男女共同参画のまちづくりにあたっての実現すべき

姿とし、この達成に努めなければならない。 

(1) 家庭において実現すべき姿 

ア 「男だから・女だから」といった意識に安易

にとらわれることなく、それぞれの個性を尊重

し、その人らしさを大切にする家庭になること。 

イ 家族それぞれが多様な生き方を選択でき、そ

の能力・適性をみんなが認め合う家庭になるこ

と。 

ウ 「男は仕事・女は家庭」の固定的役割分担意

識を超えて、社会の支援のもとに家事、育児、

介護等の家庭生活における活動に家族全員が

かかわり、家族のつながりが深まること。 

(2) 地域において実現すべき姿 

ア 男女が対等に地域の諸活動に参加し、企画又

は実践にかかわることによって、生きがいと活

力のあるまちづくりが進められること。 

イ 男女共同参画が阻害される社会慣行を見直

し、男女の相互理解によってそれぞれの行動又

は考え方が尊重されること。 

ウ 男女がともに積極的に社会参画をすること

により、多様なリーダーシップが発揮されるこ

と。 

エ すべての人の人権が尊重され、差別のない、

心豊かな地域社会がつくられること。 

(3) 職場において実現すべき姿 

ア 個人の意欲、能力、個性等が適切に評価され、

募集、採用、配置、賃金、昇進等について性別

を理由とする差別がない職場になること。 

イ 効率的かつ効果的な労働によって、長時間労

働又はストレスがたまる職場環境の改善が図

られ、家庭生活又は地域活動がゆとりと活力の

ある充実したものとなること。 

ウ 育児休業又は介護休業を男女等しく積極的

に取得でき、仕事及び家庭が両立するようにな

ること。 

エ 妊娠・出産期、更年期等女性の生涯の各段階

に応じた適切な健康管理が行われること。 

オ セクシュアル・ハラスメントのない快適な職

場環境がつくられること。 

 

(性別による権利侵害の禁止) (性別による権利侵害の禁止) (性別による権利侵害の禁止) (性別による権利侵害の禁止) 

第 5 条第 5 条第 5 条第 5 条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の



 

４２ 

社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行

ってはならない。 

(1) 性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱い 

(2) セクシュアル・ハラスメント 

(3) ドメスティック・バイオレンスをはじめとする

男女間におけるすべての暴力 

 

(市の責務) (市の責務) (市の責務) (市の責務) 

第 6 条第 6 条第 6 条第 6 条 市は、第 3 条に定める基本理念(以下「基

本理念」という。)にのっとり、男女共同参画のまち

づくりのための施策(以下「施策」という。)を総合

的かつ計画的に推進する責務を有する。 

2 市は、施策を推進するため、積極的改善措置を

講ずるよう努めるものとする。 

3 市は、国、県、市民及び事業者と相互に連携・

協力して、施策を推進するよう努めるものとする。 

4 市は、市の設置に係る合議制の機関(選挙により

選出される委員で構成されるものを除く。)において、

男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の 10

分の 4 未満にならないように努めるものとする。 

 

(市民の責務) (市民の責務) (市民の責務) (市民の責務) 

第 7 条第 7 条第 7 条第 7 条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参

画について理解を深め、家庭、職場、学校、地域そ

の他の社会のあらゆる分野において、自ら積極的に

参画し、男女共同参画のまちづくりに努めなければ

ならない。 

2 市民は、市が実施する施策に協力するよう努め

なければならない。 

 

(事業者の責務) (事業者の責務) (事業者の責務) (事業者の責務) 

第 8 条第 8 条第 8 条第 8 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業

活動において、自ら進んで男女共同参画のまちづく

りに努めなければならない。 

2 事業者は、男女共同参画のまちづくり推進のた

め、当該事業活動に関し、積極的改善措置を講ずる

よう努めなければならない。 

3 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努

めなければならない。 

 

(教育の責務) (教育の責務) (教育の責務) (教育の責務) 

第 9 条第 9 条第 9 条第 9 条 学校教育、社会教育その他のあらゆる教育

現場に携わる者は、男女共同参画のまちづくりに果

たす教育の重要性を深く認識し、個々の教育本来の

目的を実現する過程において、基本理念に配慮した

教育を行うように努めなければならない。 

 

(情報の適切な表示) (情報の適切な表示) (情報の適切な表示) (情報の適切な表示) 

第 10 条第 10 条第 10 条第 10 条 何人も、情報が広く表示される新聞、広告

物等(以下「メディア」という。)において、性別に

よる固定的な役割分担意識を助長する表現及び不必

要な性的表現を行ってはならない。 

2 市は、広く市民に提供されるメディアからの情

報を市民が正しく分析し、評価する能力の向上を図

るための啓発活動に努めるものとする。 

 

第 2 章 基本的施策 

(基本計画の策定) (基本計画の策定) (基本計画の策定) (基本計画の策定) 

第 11 条第 11 条第 11 条第 11 条 市長は、施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、男女共同参画のまちづくりに関する基本的

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) 総合的かつ長期的に講ずべき施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

3 市長は、基本計画の策定にあたっては、第 20

条に規定する井原市男女共同参画推進審議会の意見

を聴取し、市民及び事業者の意見が反映されるよう

努めるものとする。 

4 市長は、基本計画を策定したときは、議会に報

告するとともに、市民及び事業者に周知し、理解及

び協力を促すものとする。 



 

４３ 

5 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準用

する。 

 

(調査研究) (調査研究) (調査研究) (調査研究) 

第 12 条第 12 条第 12 条第 12 条 市は、施策を効果的に実施していくため、

必要な調査・研究を行うとともに、その成果の普及

に努めるものとする。 

 

(広報啓発活動) (広報啓発活動) (広報啓発活動) (広報啓発活動) 

第 13 条第 13 条第 13 条第 13 条 市は、男女共同参画のまちづくりについて、

広く市民及び事業者の理解を深めるため必要な広

報・啓発活動に努めるものとする。 

 

(年次報告) (年次報告) (年次報告) (年次報告) 

第 14 条第 14 条第 14 条第 14 条 市長は、毎年度施策の実施状況を取りまと

め、公表するものとする。 

 

(相談又は苦情の申出) (相談又は苦情の申出) (相談又は苦情の申出) (相談又は苦情の申出) 

第 15 条第 15 条第 15 条第 15 条 市民及び事業者は、性別による差別的取扱

いその他男女共同参画を阻害する要因によって権利

が侵害された場合の相談又は施策に関する苦情を市

長へ申し出ることができる。 

2 市長は、前項の申出を受けたときは関係機関と

連携して適切に対応するものとする。 

 

(被害者の保護) (被害者の保護) (被害者の保護) (被害者の保護) 

第 16 条第 16 条第 16 条第 16 条 市は、男女共同参画を阻害するドメスティ

ック・バイオレンス等による権利侵害があったと認

められる場合には、被害者の保護、相談その他必要

な措置をとるものとする。 

2 市は、ドメスティック・バイオレンス等の被害

者が自立して生活することを支援するため、各種制

度の利用のあっせん、情報の提供その他必要な援助

を行うものとする。 

 

(市民及び事業者への支援) (市民及び事業者への支援) (市民及び事業者への支援) (市民及び事業者への支援) 

第 17 条第 17 条第 17 条第 17 条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画

のまちづくりを促進するための活動に対し、情報の

提供その他必要な支援を行うものとする。 

 

(表彰) (表彰) (表彰) (表彰) 

第 18 条第 18 条第 18 条第 18 条 市長は、男女共同参画社会形成のための取

組を積極的に行う市民、事業者等に対し表彰を行う

ことができる。 

2 市長は、前項に規定する表彰を行ったときは、

その取組を公表するものとする。 

 

第 3 章 推進体制 

(推進体制の整備) (推進体制の整備) (推進体制の整備) (推進体制の整備) 

第 19 条第 19 条第 19 条第 19 条 市は、関係部署相互の連携により、施策を

総合的かつ計画的に推進するために市長を長とする

男女共同参画推進本部を設置する。 

 

(井原市男女共同参画推進審議会) (井原市男女共同参画推進審議会) (井原市男女共同参画推進審議会) (井原市男女共同参画推進審議会) 

第 20 条第 20 条第 20 条第 20 条 総合的かつ計画的に施策を推進するため

に、井原市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 

 

(審議会の任務) (審議会の任務) (審議会の任務) (審議会の任務) 

第 21 条第 21 条第 21 条第 21 条 審議会は、この条例に規定する事項その他

男女共同参画のまちづくり推進に関する重要な事項

について市長の諮問に応ずるほか、必要な事項につ

いて市長に意見を述べることができる。 

 

(組織等) (組織等) (組織等) (組織等) 

第 22 条第 22 条第 22 条第 22 条 審議会委員(以下「委員」という。)は、12

人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱

する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 公募による者 

(3) その他市長が認める者 

3 委員の任期は、2 年とし、補欠の委員の任期は

前任者の残任期間とする。 
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4 審議会に、会長を置き、委員の互選により定め

る。 

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指

名する委員がその職務を代理する。 

7 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

 

(推進員) (推進員) (推進員) (推進員) 

第 23 条第 23 条第 23 条第 23 条 市長は、地域における男女共同参画のまち

づくりを推進するため、井原市男女共同参画まちづ

くり推進員を置く。 

 

第 4 章 雑則 

(委任) (委任) (委任) (委任) 

第 24 条第 24 条第 24 条第 24 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 抄 

(施行期日) (施行期日) (施行期日) (施行期日) 

1 この条例は、平成 15 年 10 月 1 日から施行す

る。 

 

(経過措置) (経過措置) (経過措置) (経過措置) 

2 この条例の施行の際、現に策定されている「い

ばら男女共同参画プラン」は、第 11 条第 1 項の規

定に基づき策定された計画とみなす。 
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井原市男女共同参画のまちづくり条例施行規則 

平成１５年９月３０日／規則第２８号 

 

(趣旨) (趣旨) (趣旨) (趣旨) 

第 1 条第 1 条第 1 条第 1 条 この規則は、井原市男女共同参画のまちづ

くり条例（平成 15 年井原市条例第 1 号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

(用語の定義) (用語の定義) (用語の定義) (用語の定義) 

第 2 条第 2 条第 2 条第 2 条 この規則で使用する用語の意義は、条例に

おいて規定する用語の意義による。 

 

(苦情及び相談窓口) (苦情及び相談窓口) (苦情及び相談窓口) (苦情及び相談窓口) 

第 3 条第 3 条第 3 条第 3 条 条例第 15 条に規定する苦情及び相談の窓

口は、総務部企画課に置く。ただし、ドメスティッ

クバイオレンスに係る相談窓口は、健康福祉部子育

て支援課に置く。 

 

(個人情報の保護等) (個人情報の保護等) (個人情報の保護等) (個人情報の保護等) 

第 4 条第 4 条第 4 条第 4 条 苦情及び相談の処理にあたっては、相談者

の個人情報の保護に努め、相談者が不利益を被らな

いよう最大限の配慮をしなければならない。 

 

(表彰) (表彰) (表彰) (表彰) 

第 5 条第 5 条第 5 条第 5 条 条例第 18 条に規定する被表彰者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 女性の能力活用や職域拡大のため、積極的な取

り組みを行っている事業者 

(2) 家庭生活とその他の活動との両立を支援するた

め、法を上回る処遇を行う等独自の制度を設け、当

該制度を活用している事業者 

(3) 地域活動を通じて、男女共同参画のまちづくり

に積極的に取り組み、その成果が顕著である個人 

(4) 人材育成を通じて、男女共同参画のまちづくり

のために功績のあった個人 

(5) 前各号に掲げるもののほか、男女が共同して参

画することのできる職場及び地域づくりに積極的に

取り組んでいる事業者 

 

(審議会の会議) (審議会の会議) (審議会の会議) (審議会の会議) 

第 6 条第 6 条第 6 条第 6 条 条例第 20 条に規定する審議会の会議は、

会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会

議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(推進員) (推進員) (推進員) (推進員) 

第 7 条第 7 条第 7 条第 7 条 条例第 23 条に規定する推進員は、男女共

同参画に関する識見を有する者のうちから市長が委

嘱する。 

2 推進員は 14 人以内とし、非常勤とする。 

3 推進員は、井原、出部、高屋、大江、稲倉、県

主、木之子、西江原、荏原、青野、野上、芳井及び

美星の各地区からそれぞれ公募するものとする。 

4 推進員の任期は、2 年とする。ただし、補欠推

進員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 男女共同参画意識の普及に関すること。 

(2) 市が行う男女共同参画推進事業への協力に関す

ること。 

(3) 地域の男女共同参画に関する活動への助言及び
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情報提供に関すること。

(4) 市民の男女共同参画に関する施策への意見・提

言を受けること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る男女共同参画に関すること。 

 

(庶務) (庶務) (庶務) (庶務) 

第 8 条第 8 条第 8 条第 8 条 審議会及び推進員の庶務は、総務部企画課

において処理する。 

 

(補則) (補則) (補則) (補則) 

第 9 条第 9 条第 9 条第 9 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

附 則 附 則 附 則 附 則 

1 この規則は、平成 15 年 10 月 1 日から施行す

る。 

2 審議会の委員が委嘱された後最初に招集すべき

会議は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、市長が

招集する。 

 

附 則 (平成 17 年 2 月 28 日規則第 39 号) 附 則 (平成 17 年 2 月 28 日規則第 39 号) 附 則 (平成 17 年 2 月 28 日規則第 39 号) 附 則 (平成 17 年 2 月 28 日規則第 39 号) 

(施行期日) (施行期日) (施行期日) (施行期日) 

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。 

 

附 則（平成 21年 8 月 19 日規則第 23 号） 附 則（平成 21年 8 月 19 日規則第 23 号） 附 則（平成 21年 8 月 19 日規則第 23 号） 附 則（平成 21年 8 月 19 日規則第 23 号） 

（施行期日） （施行期日） （施行期日） （施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の井

原市男女共同参画のまちづくり条例施行規則の規定

は、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。  

 

附 則（平成 22年 3 月 26 日規則第 10 号） 附 則（平成 22年 3 月 26 日規則第 10 号） 附 則（平成 22年 3 月 26 日規則第 10 号） 附 則（平成 22年 3 月 26 日規則第 10 号） 

（施行期日） （施行期日） （施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（平成 23年 6 月 21 日規則第 18 号） 附 則（平成 23年 6 月 21 日規則第 18 号） 附 則（平成 23年 6 月 21 日規則第 18 号） 附 則（平成 23年 6 月 21 日規則第 18 号） 

（施行期日） （施行期日） （施行期日） （施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の井

原市男女共同参画のまちづくり条例施行規則の規定

は、平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 
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井原市男女共同参画推進審議会委員名簿 

 

平成 27 年 10 月 1 日～ 

 氏 名 所属団体 

会  長 猪 原 俶 江 井原市女性協議会 

会長職務代理者 小田原 宏 樹 井原市男女共同参画ネットワーク 

委  員 松 島 のり子 福山市立大学 

委  員 三井津 政 子 井原市男女共同参画まちづくり推進員 

委  員 小 出  里 美 人権擁護委員 

委  員 猪 木  孝 夫 井原市公民館協議会 

委  員 吉 仲     潤 井原校園長会 

委  員 三 宅  順 治 井原市全労働組合協議会 

委  員 國 藤  哲 彦 井原商工会議所 

委  員 入 江  佳 子 公募 

委  員 山 本  公 子 公募 

委  員 木 口  真利子 公募 
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労働基準法（抄） 

昭和 22 年 4 月 7 日法律第 49 号 

最終改正年月日:平成 27 年 5 月 29 日法律第 31 号 

 

(男女同一賃金の原則) (男女同一賃金の原則) (男女同一賃金の原則) (男女同一賃金の原則) 

第 4 条第 4 条第 4 条第 4 条 使用者は、労働者が女性であることを理由

として、賃金について、男性と差別的取扱いをして

はならない。 

 

(解雇制限) (解雇制限) (解雇制限) (解雇制限) 

第 19 条第 19 条第 19 条第 19 条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾

病にかかり療養のために休業する期間及びその後

30 日間並びに産前産後の女性が第 65 条の規定に

よって休業する期間及びその後 30 日間は、解雇し

てはならない。ただし、使用者が、第 81 条の規定

によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他

やむを得ない事由のために事業の継続が不可能とな

った場合においては、この限りでない。 

２ 前項但書後段の場合においては、その事由につ

いて行政官庁の認定を受けなければならない。 

 

(産前産後) (産前産後) (産前産後) (産前産後) 

第 65 条第 65 条第 65 条第 65 条 使用者は、6 週間（多胎妊娠の場合にあつ

ては、14 週間）以内に出産する予定の女性が休業

を請求した場合においては、その者を就業させては

ならない。 

２ 使用者は、産後 8 週間を経過しない女性を就業

させてはならない。ただし、産後 6 週間を経過した

女性が請求した場合において、その者について医師

が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し

支えない。 

３ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合におい

ては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 

(育児時間) (育児時間) (育児時間) (育児時間) 

第 67 条第 67 条第 67 条第 67 条 生後満 1 年に達しない生児を育てる女性

は、第 34 条の休憩時間のほか、一日 2 回各々少な

くとも 30 分、その生児を育てるための時間を請求

することができる。 

２ 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使

用してはならない。 

 

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 

第 68 条第 68 条第 68 条第 68 条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女

性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業

させてはならない。 

 

附 則(略)附 則(略)附 則(略)附 則(略)    
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昭和 47 年 7 月 1 日法律第 113 号 

最終改正：平成 20 年 5 月 2 日法律第 26 号 

 

(目的)  (目的)  (目的)  (目的)  

第 1 条第 1 条第 1 条第 1 条 この法律は、法の下の平等を保障する日本

国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労

働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保

を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

(基本的理念)  (基本的理念)  (基本的理念)  (基本的理念)  

第 2 条第 2 条第 2 条第 2 条 この法律においては、労働者が性別により

差別されることなく、また、女性労働者にあっては

母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むこと

ができるようにすることをその基本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規

定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充

実が図られるように努めなければならない。  

 

(性別を理由とする差別の禁止) (性別を理由とする差別の禁止) (性別を理由とする差別の禁止) (性別を理由とする差別の禁止) 

第 5 条第 5条第 5条第 5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、

その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければ

ならない。  

 

第 6 条第 6 条第 6 条第 6 条 事業主は、次に掲げる事項について、労働

者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはなら

ない。 

(1) 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含

む。）、昇進、降格及び教育訓練 

(2) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生

の措置であって厚生労働省令で定めるもの  

(3) 労働者の職種及び雇用形態の変更 

(4) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更

新 

 

(性別以外の事由を要件とする措置) (性別以外の事由を要件とする措置) (性別以外の事由を要件とする措置) (性別以外の事由を要件とする措置) 

第 7 条第 7 条第 7 条第 7 条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に

掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外

の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満た

す男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質

的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置

として厚生労働省令で定めるものについては、当該

措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の

実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業

の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理

上特に必要である場合その他の合理的な理由がある

場合でなければ、これを講じてはならない。 

 

(女性労働者に係る措置に関する特例) (女性労働者に係る措置に関する特例) (女性労働者に係る措置に関する特例) (女性労働者に係る措置に関する特例) 

第 8 条第 8 条第 8 条第 8 条 前３条の規定は、事業主が、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障とな

っている事情を改善することを目的として女性労働

者に関して行う措置を講ずることを妨げるものでは

ない。 

  

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの

禁止等) 禁止等) 禁止等) 禁止等) 

第９条第９条第９条第９条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、

又は出産したことを退職理由として予定する定めを

してはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由と
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して、解雇してはならない。  

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠した

こと、出産したこと、労働基準法 （昭和 22 年法律

第 49 号）第 65 条第１項の規定による休業を請求

し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業

をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であ

って厚生労働省令で定めるものを理由として、当該

女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし

てはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しな

い女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。

ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を

理由とする解雇でないことを証明したときは、この

限りでない。 

 

(職場における性的な言動に起因する問題に関する(職場における性的な言動に起因する問題に関する(職場における性的な言動に起因する問題に関する(職場における性的な言動に起因する問題に関する

雇用管理上の措置) 雇用管理上の措置) 雇用管理上の措置) 雇用管理上の措置) 

第 11 条第 11 条第 11 条第 11 条 事業主は、職場において行われる性的な言

動に対するその雇用する労働者の対応により当該労

働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該

性的な言動により当該労働者の就業環境が害される

ことのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用

管理上必要な措置を講じなければならない。 

 

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) 

第 12 条第 12 条第 12 条第 12 条 事業主は、厚生労働省令で定めるところに

より、その雇用する女性労働者が母子保健法 （昭和

40 年法律第 141 号）の規定による保健指導又は健

康診査を受けるために必要な時間を確保することが

できるようにしなければならない。 

 

第 13 条第 13 条第 13 条第 13 条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条

の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るこ

とができるようにするため、勤務時間の変更、勤務

の軽減等必要な措置を講じなければならない。 

 

(苦情の自主的解決) (苦情の自主的解決) (苦情の自主的解決) (苦情の自主的解決) 

第 15 条第 15 条第 15 条第 15 条 事業主は、第 6 条、第７条、第９条、第

１２条及び第１３条第１項に定める事項（労働者の

募集及び採用に係るものを除く。）に関し、労働者か

ら苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業

主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する

者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理

するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆ

だねる等その自主的な解決を図るように努めなけれ

ばならない。  

 

附 則(略)附 則(略)附 則(略)附 則(略)    

 

 



 

５１ 

 

平成 3 年５月 15 日法律第 76 号 

                  最終改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第 67 号 

 

第１章 総則 

(目的) (目的) (目的) (目的) 

第 1 条第 1 条第 1 条第 1 条 この法律は、育児休業及び介護休業に関す

る制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制

度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容

易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべ

き措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行

う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、

子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継

続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職

業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、

これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び

社会の発展に資することを目的とする。 

 

(定義) (定義) (定義) (定義) 

第２条第２条第２条第２条 この法律（第１号に掲げる用語にあっては、

第９条の３を除く。）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）育児休業 労働者（日々雇用される者を除く。

以下この条、次章から第８章まで、第 21 条から第

26 条まで、第 28 条、第 29 条及び第 11 章にお

いて同じ。）が、次章に定めるところにより、その子

を養育するためにする休業をいう。 

(2) 介護休業 労働者が、第 3 章に定めるところに

より、その要介護状態にある対象家族を介護するた

めにする休業をいう。 

(3) 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精

神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわ

たり常時介護を必要とする状態をいう。 

(4) 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）、父母及び子（これらの者に準ずる者として

厚生労働省令で定めるものを含む。）並びに配偶者の

父母をいう。 

(5) 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親

族をいう。 

 

(基本的理念) (基本的理念) (基本的理念) (基本的理念) 

第 3 条第 3 条第 3 条第 3 条 この法律の規定による子の養育又は家族の

介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者が

それぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効

に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児

又は介護について家族の一員としての役割を円滑に

果たすことができるようにすることをその本旨とす

る。 

２ 子の養育又は家族の介護を行うための休業をす

る労働者は、その休業後における就業を円滑に行う

ことができるよう必要な努力をするようにしなけれ

ばならない。 

 

第２章 育児休業 

(育児休業の申出) (育児休業の申出) (育児休業の申出) (育児休業の申出) 

第 5 条第 5条第 5条第 5条 労働者は、その養育する 1 歳に満たない子

について、その事業主に申し出ることにより、育児

休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇

用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当

するものに限り、当該申出をすることができる。 

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以



 

５２ 

上である者 

(2) その養育する子が 1 歳に達する日（以下「1 歳

到達日」という。）を超えて引き続き雇用されること

が見込まれる者（当該子の 1 歳到達日から 1 年を経

過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、

かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかであ

る者を除く。） 

 

３ 労働者は、その養育する 1 歳から 1 歳 6 か月

に達するまでの子について、次の各号のいずれにも

該当する場合に限り、その事業主に申し出ることに

より、育児休業をすることができる。ただし、期間

を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子

の1歳到達日において育児休業をしているものにあ

っては、第 1 項各号のいずれにも該当するものに限

り、当該申出をすることができる。 

(1) 当該申出に係る子について、当該労働者又はそ

の配偶者が、当該子の 1 歳到達日において育児休業

をしている場合 

(2) 当該子の1歳到達日後の期間について休業する

ことが雇用の継続のために特に必要と認められる場

合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 

 

(育児休業申出があった場合における事業主の義務(育児休業申出があった場合における事業主の義務(育児休業申出があった場合における事業主の義務(育児休業申出があった場合における事業主の義務

等) 等) 等) 等) 

第 6 条第 6 条第 6 条第 6 条 事業主は、労働者からの育児休業申出があ

ったときは、当該育児休業申出を拒むことができな

い。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される

事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある

ときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数

で組織する労働組合がないときはその労働者の過半

数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる

労働者のうち育児休業をすることができないものと

して定められた労働者に該当する労働者からの育児

休業申出があった場合は、この限りでない。 

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に

満たない労働者 

(2) 前号に掲げるもののほか、育児休業をすること

ができないこととすることについて合理的な理由が

あると認められる労働者として厚生労働省令で定め

るもの 

２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育

児休業申出を拒まれた労働者は、前条第 1 項及び第

3 項の規定にかかわらず、育児休業をすることがで

きない。 

 

(育児休業期間) (育児休業期間) (育児休業期間) (育児休業期間) 

第 9 条第 9 条第 9 条第 9 条 育児休業申出をした労働者がその期間中は

育児休業をすることができる期間（以下「育児休業

期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日

から育児休業終了予定日とされた日（第 7 条第 3 項

の規定により当該育児休業終了予定日が変更された

場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日

とされた日。次項において同じ。）までの間とする。 

 

(不利益取扱いの禁止) (不利益取扱いの禁止) (不利益取扱いの禁止) (不利益取扱いの禁止) 

第 10 条第 10 条第 10 条第 10 条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又

は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に

対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

第３章 介護休業 

(介護休業の申出) (介護休業の申出) (介護休業の申出) (介護休業の申出) 

第 11 条第 11 条第 11 条第 11 条 労働者は、その事業主に申し出ることによ

り、介護休業をすることができる。ただし、期間を

定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれ

にも該当するものに限り、当該申出をすることがで

きる。 

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以

上である者 

(2) 第3項に規定する介護休業開始予定日から起算

して 93 日を経過する日（以下この号において「93

日経過日」という。）を超えて引き続き雇用されるこ

とが見込まれる者（93 日経過日から 1 年を経過す

る日までの間に、その労働契約の期間が満了し、か



 

５３ 

つ、当該労働契約の更新がないことが明らかである

者を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたこと

がある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次

の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家

族については、同項の規定による申出をすることが

できない。 

(1) 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日か

ら引き続き要介護状態にある場合（厚生労働省令で

定める特別の事情がある場合を除く。） 

(2) 当該対象家族について次に掲げる日数を合算し

た日数（第 15 条第 1 項及び第 23 条第 3 項におい

て「介護休業等日数」という。）が 93 日に達してい

る場合 

 イ 介護休業をした日数（介護休業を開始した日

から介護休業を終了した日までの日数とし、2

以上の介護休業をした場合にあっては、介護休

業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業

を終了した日までの日数を合算して得た日数と

する。）  

 ロ 第 23 条第 3 項の措置のうち所定労働時間の

短縮その他の措置であって厚生労働省令で定め

るものが講じられた日数（当該措置のうち最初

に講じられた措置が開始された日から最後に講

じられた措置が終了した日までの日数（その間

に介護休業をした期間があるときは、当該介護

休業を開始した日から当該介護休業を終了した

日までの日数を差し引いた日数）とし、2 以上

の要介護状態について当該措置が講じられた場

合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置の

うち最初に講じられた措置が開始された日から

最後に講じられた措置が終了した日までの日数

（その間に介護休業をした期間があるときは、

当該介護休業を開始した日から当該介護休業を

終了した日までの日数を差し引いた日数）を合

算して得た日数とする。）  

３ 第1項の規定による申出（以下「介護休業申出」

という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、

介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあるこ

とを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族

に係る介護休業をすることとする1の期間について、

その初日（以下「介護休業開始予定日」という。）及

び末日（以下「介護休業終了予定日」という。）とす

る日を明らかにして、しなければならない。 

４ 第 1 項ただし書及び第 2 項（第 2 号を除く。）

の規定は、期間を定めて雇用される者であって、そ

の締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予

定日（第 13 条において準用する第 7 条第 3 項の規

定により当該介護休業終了予定日が変更された場合

にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とさ

れた日）とする介護休業をしているものが、当該介

護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更

新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介

護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合に

は、これを適用しない。 

 

(介護休業申出があった場合における事業主の義務(介護休業申出があった場合における事業主の義務(介護休業申出があった場合における事業主の義務(介護休業申出があった場合における事業主の義務

等) 等) 等) 等) 

第 12 条第 12 条第 12 条第 12 条 事業主は、労働者からの介護休業申出があ

ったときは、当該介護休業申出を拒むことができな

い。 

２ 第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項の規定は、

労働者からの介護休業申出があった場合について準

用する。この場合において、同項中「前項ただし書」

とあるのは「第 12 条第 2 項において準用する前項

ただし書」と、「前条第 1 項及び第 3 項」とあるの

は「第 11 条第 1 項」と読み替えるものとする。 

３ 事業主は、労働者からの介護休業申出があった

場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開

始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日

の翌日から起算して 2 週間を経過する日（以下この

項において「2 週間経過日」という。）前の日である

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該

介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過



 

５４ 

日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定

日として指定することができる。 

４ 前 2 項の規定は、労働者が前条第 4 項に規定す

る介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 

 

(介護休業期間) (介護休業期間) (介護休業期間) (介護休業期間) 

第 15 条第 15 条第 15 条第 15 条 介護休業申出をした労働者がその期間中

は介護休業をすることができる期間（以下「介護休

業期間」という。）は、当該介護休業申出に係る介護

休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日

とされた日（その日が当該介護休業開始予定日とさ

れた日から起算して 93 日から当該労働者の当該介

護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日

数を差し引いた日数を経過する日より後の日である

ときは、当該経過する日。第 3 項において同じ。）

までの間とする。 

２ この条において、介護休業終了予定日とされた

日とは、第 13 条において準用する第 7 条第 3 項の

規定により当該介護休業終了予定日が変更された場

合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日と

された日をいう。 

 

第４章 子の看護休暇 

(子の看護休暇の申出) (子の看護休暇の申出) (子の看護休暇の申出) (子の看護休暇の申出) 

第16条の2第16条の2第16条の2第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する労働者は、その事業主に申し出ることによ

り、1 の年度において 5 労働日（その養育する小学

校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合に

あっては、10 労働日）を限度として、負傷し、若

しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防

を図るために必要なものとして厚生労働省令で定め

る当該子の世話を行うための休暇（以下この章にお

いて「子の看護休暇」という。）を取得することがで

きる。 

２ 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定め

るところにより、子の看護休暇を取得する日を明ら

かにして、しなければならない。 

３ 第 1 項の年度は、事業主が別段の定めをする場

合を除き、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終

わるものとする。 

 

(子の看護休暇の申出があった場合における事業主(子の看護休暇の申出があった場合における事業主(子の看護休暇の申出があった場合における事業主(子の看護休暇の申出があった場合における事業主

の義務等) の義務等) の義務等) の義務等) 

第 16 条の 3第 16 条の 3第 16 条の 3第 16 条の 3 事業主は、労働者からの前条第 1 項の

規定による申出があったときは、当該申出を拒むこ

とができない。 

２ 第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項の規定は、

労働者からの前条第1項の規定による申出があった

場合について準用する。この場合において、第 6 条

第 1 項第 1 号中「1 年」とあるのは「6 月」と、同

条第 2 項中「前項ただし書」とあるのは「第 16 条

の 3 第 2 項において準用する前項ただし書」と、「前

条第 1 項及び第 3 項」とあるのは「第 16 条の 2

第 1 項」と読み替えるものとする。 

 

第７章 時間外労働の制限 

第 17 条第 17 条第 17 条第 17 条 事業主は、労働基準法第 36 条第 1 項本

文の規定により同項に規定する労働時間（以下この

条において単に「労働時間」という。）を延長するこ

とができる場合において、小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育する労働者であって次の各号のい

ずれにも該当しないものが当該子を養育するために

請求したときは、制限時間（1 月について 24 時間、

1 年について 150 時間をいう。次項及び第１８条

の２において同じ。）を超えて労働時間を延長しては

ならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合

は、この限りでない。 

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に

満たない労働者 

(2) 前号に掲げるもののほか、当該請求をできない

こととすることについて合理的な理由があると認め

られる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定め

るところにより、その期間中は制限時間を超えて労



 

５５ 

働時間を延長してはならないこととなる 1 の期間

（1 月以上 1 年以内の期間に限る。第４項において

「制限期間」という。）について、その初日（以下こ

の条において「制限開始予定日」という。）及び末日

（第４項において「制限終了予定日」という。）とす

る日を明らかにして、制限開始予定日の 1 月前まで

にしなければならない。この場合において、この項

前段に規定する制限時間については、第 16 条の 8

第2項前段に規定する制限期間と重複しないように

しなければならない。 

３ 第1項の規定による請求がされた後制限開始予

定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労

働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなっ

た事由として厚生労働省令で定める事由が生じたと

きは、当該請求は、されなかったものとみなす。こ

の場合において、労働者は、その事業主に対して、

当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなら

ない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合

には、制限期間は、当該事情が生じた日（第 3 号に

掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に

終了する。 

(1) 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の

死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係

る子を養育しないこととなった事由として厚生労働

省令で定める事由が生じたこと。 

(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 1

項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に

達したこと。 

(3) 制限終了予定日とされた日までに、第 1 項の規

定による請求をした労働者について、労働基準法第

65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する

期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこ

と。 

５ 第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省

令で定める事由が生じた場合について準用する。 

 

第 18 条第 18 条第 18 条第 18 条 前条第 1 項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項

（第 2 号を除く。）の規定は、要介護状態にある対

象家族を介護する労働者について準用する。この場

合において、同条第 1 項中「当該子を養育する」と

あるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 3

項及び第 4 項第 1 号中「子」とあるのは「対象家族」

と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものと

する。 

２ 前条第 3 項後段の規定は、前項において準用す

る同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が

生じた場合について準用する。 

 

第18条の2第18条の2第18条の2第 18条の2 事業主は、労働者が第 17 条第１項（前

条第１項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の規定による請求をし、又は第 17

条第1項の規定により当該事業主が当該請求をした

労働者について制限時間を超えて労働時間を延長し

てはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて

労働しなかったことを理由として、当該労働者に対

して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

第８章 深夜業の制限 

第 19 条第 19 条第 19 条第 19 条 事業主は、小学校就学の始期に達するまで

の子を養育する労働者であって次の各号のいずれに

も該当しないものが当該子を養育するために請求し

た場合においては、午後 10 時から午前 5 時までの

間（以下この条及び第 20 条の２において「深夜」

という。）において労働させてはならない。ただし、

事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に

満たない労働者 

(2) 当該請求に係る深夜において、常態として当該

子を保育することができる当該子の同居の家族その

他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当

該労働者 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、当該請求をできな

いこととすることについて合理的な理由があると認
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められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定め

るところにより、その期間中は深夜において労働さ

せてはならないこととなる 1 の期間（1 月以上 6 月

以内の期間に限る。第 4 項において「制限期間」と

いう。）について、その初日（以下この条において「制

限開始予定日」という。）及び末日（同項において「制

限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、

制限開始予定日の1月前までにしなければならない。 

３ 第1項の規定による請求がされた後制限開始予

定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労

働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなっ

た事由として厚生労働省令で定める事由が生じたと

きは、当該請求は、されなかったものとみなす。こ

の場合において、労働者は、その事業主に対して、

当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなら

ない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合

には、制限期間は、当該事情が生じた日（第 3 号に

掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に

終了する。 

(1) 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の

死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係

る子を養育しないこととなった事由として厚生労働

省令で定める事由が生じたこと。 

(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 1

項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に

達したこと。 

(3) 制限終了予定日とされた日までに、第 1 項の規

定による請求をした労働者について、労働基準法第

65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する

期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこ

と。 

５ 第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省

令で定める事由が生じた場合について準用する。 

 

第20条第20条第20条第20条 前条第1項から第3項まで及び第４項（第

２号を除く。）の規定は、要介護状態にある対象家族

を介護する労働者について準用する。この場合にお

いて、同条第 1 項中「当該子を養育する」とあるの

は「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」

とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介

護」と、同条第 3 項及び第 4 項第 1 号中「子」と

あるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」

と読み替えるものとする。 

２ 前条第 3 項後段の規定は、前項において準用す

る同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が

生じた場合について準用する。 

 

第20条の2第20条の2第20条の2第 20条の2 事業主は、労働者が第 19 条第１項（前

条第１項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の規定による請求をし、又は第 19

条第1項の規定により当該事業主が当該請求をした

労働者について深夜において労働されてはならない

場合に当該労働者が深夜において労働しなかったこ

とを理由として、当該労働者に対して解雇その他不

利益な取扱いをしてはならない。 

 

第９章 事業主が講ずべき措置 

(所定労働時間の短縮措置等) (所定労働時間の短縮措置等) (所定労働時間の短縮措置等) (所定労働時間の短縮措置等) 

第 23 条第 23 条第 23 条第 23 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、そ

の３歳に満たない子を養育する労働者であって育児

休業をしていないもの（１日の所定労働時間が短い

労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。）に

関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働

者の申出に基づき所定労働時間を短縮することによ

り当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを

容易にするための措置（以下「所定労働時間の短縮

措置」という。）を講じなければならない。ただし、

当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働

者の過半数で組織する労働組合があるときはその労

働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労

働組合がないときはその労働者の過半数を代表する

者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち
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所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定め

られた労働者に該当する労働者については、この限

りでない。 

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が１年に

満たない労働者 

(2) 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮

措置を講じないこととすることについて合理的な理

由があると認められる労働者として厚生労働省令で

定めるもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか、業務の性質又は業

務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置

を講ずることが困難と認められる業務に従事する労

働者 

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項た

だし書の規定により同項第３号に掲げる労働者であ

ってその３歳に満たない子を養育するものについて

所定労働時間の短縮措置を講じないこととするとき

は、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めると

ころにより、労働者の申出に基づく育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は労働基準法第 32 条の 3 の

規定により労働させることその他の当該労働者が就

業しつつ当該子を養育することを容易にするための

措置（第 24 条第 1 項において「始業時刻変更等の

措置」という。）を講じなければならない。 

３ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要

介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、

厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出

に基づく連続する 93 日の期間（当該労働者の雇入

れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期

間における介護休業等日数が1以上である場合にあ

っては、93 日から当該介護休業等日数を差し引い

た日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当

該要介護状態について介護休業をしたことがある場

合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族

の当該要介護状態について開始された最初の介護休

業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算し

た連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしな

い期間とする。）以上の期間における所定労働時間の

短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状

態にある対象家族を介護することを容易にするため

の措置を講じなければならない。 

 

(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労

働者等に関する措置) 働者等に関する措置) 働者等に関する措置) 働者等に関する措置) 

第 24 条第 24 条第 24 条第 24 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、そ

の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労

働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分

に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、そ

れぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

(1) その１歳（当該労働者が第５条第 3 項の規定に

よる申出をすることができる場合にあっては、１歳

６ヵ月。次項において同じ。）に満たない子を養育す

る労働者（第 23 条第 2 項に規定する労働者を除く。

同号において同じ。）で育児休業をしていないもの 

始業時刻変更等の措置 

(2) その１歳から３歳に達するまでの子を養育する

労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等

の措置 

(3) その３歳から小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第６

章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所

定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置 

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家

族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介

護休暇に関する制度又は第 23 条第 3 項に定める措

置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に

配慮した必要な措置を講ずるように努めなければな

らない。 

 

(再雇用特別措置等) (再雇用特別措置等) (再雇用特別措置等) (再雇用特別措置等) 

第 27 条第 27 条第 27 条第 27 条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介

護を理由として退職した者（以下「育児等退職者」

という。）について、必要に応じ、再雇用特別措置（育
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児等退職者であって、その退職の際に、その就業が

可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に

再び雇用されることの希望を有する旨の申出をして

いたものについて、当該事業主が、労働者の募集又

は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第

30 条及び第 39 条第 1 項第 1 号において同じ。）

その他これに準ずる措置を実施するよう努めなけれ

ばならない。 

 

(職業家庭両立推進者) (職業家庭両立推進者) (職業家庭両立推進者) (職業家庭両立推進者) 

第 29 条第 29 条第 29 条第 29 条 事業主は、厚生労働省令で定めるところに

より、第 21 条から第 27 条までに定める措置及び

子の養育又は家庭の介護を行い、又は行うこととな

る労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られる

ようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ

有効な実施を図るための業務を担当する者を選任す

るように努めなければならない。 

 

附 則(略) 附 則(略) 附 則(略) 附 則(略) 
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平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号 

最終改正年月日:平成 26 年 4 月 23 日法律第 28 号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要で

ある。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(定義) (定義) (定義) (定義) 

第 1 条第 1 条第 1 条第 1 条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす言動（以下この項及び 28 条の 2 に

おいて「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者から

の暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離

婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

 

(国及び地方公共団体の責務) (国及び地方公共団体の責務) (国及び地方公共団体の責務) (国及び地方公共団体の責務) 

第 2 条第 2 条第 2 条第 2 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等  

(配偶者暴力相談支援センター) (配偶者暴力相談支援センター) (配偶者暴力相談支援センター) (配偶者暴力相談支援センター) 

第 3 条第 3 条第 3 条第 3 条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす

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
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務を行うものとする。 

(1) 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。 

(2) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的

又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

(3) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第 6

号、第 5 条及び第 8 条の 3 において同じ。）の緊急

時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

(4) 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利

用等について、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。 

(5) 第4章に定める保護命令の制度の利用について、

情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助

を行うこと。 

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の

援助を行うこと。 

４ 前項第 3 号の一時保護は、婦人相談所が、自ら

行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

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) (婦人相談員による相談等) (婦人相談員による相談等) (婦人相談員による相談等) 

第 4 条第 4 条第 4 条第 4 条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要

な指導を行うことができる。 

 

(婦人保護施設における保護) (婦人保護施設における保護) (婦人保護施設における保護) (婦人保護施設における保護) 

第 5 条第 5 条第 5 条第 5 条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。 

 

第３章 被害者の保護 

(配偶者からの暴力の発見者による通報等) (配偶者からの暴力の発見者による通報等) (配偶者からの暴力の発見者による通報等) (配偶者からの暴力の発見者による通報等) 

第 6 条第 6 条第 6 条第 6 条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ

った者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、そ

の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

2 項の規定により通報することを妨げるものと解釈

してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その

者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用に

ついて、その有する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

 

(配偶者暴力相談支援センターによる保護について(配偶者暴力相談支援センターによる保護について(配偶者暴力相談支援センターによる保護について(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) の説明等) の説明等) の説明等) 

第 7 条第 7 条第 7 条第 7 条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に

関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第 3 条第 3 項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。 

 

(警察官による被害の防止) (警察官による被害の防止) (警察官による被害の防止) (警察官による被害の防止) 

第 8 条第 8 条第 8 条第 8 条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力

が行われていると認めるときは、警察法（昭和 29

年法律第 162 号）、警察官職務執行法（昭和 23 年

法律第 136 号）その他の法令の定めるところによ
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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) (警察本部長等の援助) (警察本部長等の援助) (警察本部長等の援助) 

第8条の2第8条の2第8条の2第8条の2 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第 15 条第 3 項において同じ。）

又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者

から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止する

ための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を

相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受け

ている者に対し、国家公安委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該被害を自ら防止するための措置の教

示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止

するために必要な援助を行うものとする。 

 

(福祉事務所による自立支援) (福祉事務所による自立支援) (福祉事務所による自立支援) (福祉事務所による自立支援) 

第 8条の 3第 8条の 3第 8条の 3第 8条の 3 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和 25 年法律

第 144 号）、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法

律第129号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

 

第 4 章 保護命令 

(保護命令) (保護命令) (保護命令) (保護命令) 

第 10 条第 10 条第 10 条第 10 条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下こ

の章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力

を受けた者である場合にあっては配偶者からの更な

る身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴

力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力。第 12

条第 1 項第 2 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 3 号及び第

４号並びに第 18 条第 1 項において同じ。）に対し、

次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、

第 2 号に掲げる事項については、申立ての時におい

て被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場

合に限る。 

(1) 命令の効力が生じた日から起算して 6 月間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この号において同じ。）その他の

場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害

者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないこと。 

(2) 命令の効力が生じた日から起算して 2 月間、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 1 号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して6月を経過す
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る日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとす

る。 

(1) 面会を要求すること。 

(2) 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。 

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(4) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信

すること。 

(5) 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から

午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り得

る状態に置くこと。 

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害

する文書、図面その他の物を送付し、若しくはその

知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者が

その生年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第１２条第１項第３号において単に「子」という。）

と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を

連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申し立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して

6 月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）、就学する学校その他の場所

において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が１５歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が

被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配

偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第１２条第１項第４号において「親族等」と

いう。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言

動を行っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、第１項第１号の規定による命令を発す

る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して６月を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場

所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当

該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるも

のとする。 

５ 前項の申立は、当該親族等（被害者の１５歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が１５歳未満の者又は成年被後見人である

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) (管轄裁判所) (管轄裁判所) (管轄裁判所) 

第 11 条第 11 条第 11 条第 11 条 前条第 1 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



 

６３ 

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管

轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第 1 項の規定による命令の申立ては、次の

各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

(1) 申立人の住所又は居所の所在地 

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

 

(保護命令の申立て) (保護命令の申立て) (保護命令の申立て) (保護命令の申立て) 

第12条第12条第12条第12条 第10条第１項から第４項までの規定によ

る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けた状況 

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者か

ら受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に

重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足り

る申立ての時における事情 

(3) 第 10 条第 3 項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

(4) 第 10 条第４項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防止す

るため当該命令を発する必要があると認めるに足り

る申立ての時における事情 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職

員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事

実があるときは、次に掲げる事項 

 イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警

察職員の所属官署の名称 

 ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所  

 ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容  

 ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置

の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

５号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第 1 号から第４号までに掲げ

る事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治 41 年法律第 53 号）第 58 条の 2 第

１項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

 

(保護命令事件の審理の方法) (保護命令事件の審理の方法) (保護命令事件の審理の方法) (保護命令事件の審理の方法) 

第 14 条第 14 条第 14 条第 14 条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会

うことができる審尋の期日を経なければ、これを発

することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することができ

ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第 12 条第 1 項第５号イからニまでに

掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該

配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容

を記載した書面の提出を求めるものとする。この場

合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものと

する。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しく

は保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求める

ことができる。 

 

(保護命令の申立てについての決定等) (保護命令の申立てについての決定等) (保護命令の申立てについての決定等) (保護命令の申立てについての決定等) 

第 15 条第 15 条第 15 条第 15 条 保護命令の申立てについての決定には、理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足
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りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は

相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知す

るものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立

書に当該事実に係る第１２条第１項第５号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記

官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容

を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談

支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶

者暴力相談支援センターが2以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支

援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

(即時抗告) (即時抗告) (即時抗告) (即時抗告) 

第 16 条第 16 条第 16 条第 16 条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及

ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立

てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずる

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 10 条第 1 項第 1 号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第2項から第４項までの規定による命令が発せら

れているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止

をも命じなければならない。 

５ 前 2 項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第 10 条第 1 項第 1 号の規定によ

る命令を取り消す場合において、同条第 2 項から第

４項までの規定による命令が発せられているときは、

抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければなら

ない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護

命令について、第 3 項若しくは第４項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれ

を取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相

談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合

並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

 

(保護命令の取消し) (保護命令の取消し) (保護命令の取消し) (保護命令の取消し) 

第 17 条第 17 条第 17 条第 17 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 10 条第

1項第1号又は第2項から第４項までの規定による

命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じ

た日から起算して 3 月を経過した後において、同条

第1項第2号の規定による命令にあっては当該命令

が効力を生じた日から起算して2週間を経過した後

において、これらの命令を受けた者が申し立て、当

該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議が

ないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第 6 項の規定は、第 10 条第 1 項第 1 号

の規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第 15 条第 3 項及び前条７項の規定は、前 2 項

の場合について準用する。 
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(第 10 条第 1項第 2号の規定による命令の再度の申(第 10条第 1項第 2号の規定による命令の再度の申(第 10条第 1項第 2号の規定による命令の再度の申(第 10条第 1項第 2号の規定による命令の再度の申

立て) 立て) 立て) 立て) 

第 18 条第 18 条第 18 条第 18 条 第 10 条第 1 項第 2 号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令

の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者

と共に生活の本拠としている住居から転居しようと

する被害者がその責めに帰することのできない事由

により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起

算して2月を経過する日までに当該住居からの転居

を完了することができないことその他の同号の規定

による命令を再度発する必要があると認めるべき事

情があるときに限り、当該命令を発するものとする。

ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の

生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当

該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第 12 条の規

定の適用については、同条第 1 項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第 1 号、第 2

号及び第５号に掲げる事項並びに第 18 条第 1 項本

文の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第 1 号及び第 2 号に掲げる事項並びに

第 18 条第 1 項本文の事情」と、同条第 2 項中「同

項第 1 号から第４号までに掲げる事項」とあるのは

「同項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項並びに第 18

条第 1 項本文の事情」とする。 

 

(法務事務官による宣誓認証) (法務事務官による宣誓認証) (法務事務官による宣誓認証) (法務事務官による宣誓認証) 

第 20 条第 20 条第 20 条第 20 条 法務局若しくは地方法務局又はその支局

の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がそ

の職務を行うことができない場合には、法務大臣は、

当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務

する法務事務官に第 12 条第 2 項（第 18 条第 2 項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認

証を行わせることができる。 

 

(民事訴訟法の準用) (民事訴訟法の準用) (民事訴訟法の準用) (民事訴訟法の準用) 

第 21 条第 21 条第 21 条第 21 条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号）

の規定を準用する。 

 

(最高裁判所規則) (最高裁判所規則) (最高裁判所規則) (最高裁判所規則) 

第 22 条第 22 条第 22 条第 22 条 この法律に定めるもののほか、保護命令に

関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で

定める。 

 

第 5 章 雑則 

(教育及び啓発) (教育及び啓発) (教育及び啓発) (教育及び啓発) 

第 24 条第 24 条第 24 条第 24 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。 

 

(民間の団体に対する援助) (民間の団体に対する援助) (民間の団体に対する援助) (民間の団体に対する援助) 

第 26 条第 26 条第 26 条第 26 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民

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。 

 

第５章の２ 補則  

(この法律の準用) (この法律の準用) (この法律の準用) (この法律の準用) 

第 28条の2第 28条の2第 28条の2第 28条の2  第 2 条及び第 1 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 28 条の 2

に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替え
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るほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第 2 条 被害者 被害者（第 28 条の

2 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6条第1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 10 条第 1

項から第4項

まで、第 11

条第 2 項第 2

号、第 12 条

第1項第1号

から第4号ま

で及び第 18

条第 1 項 

配偶者 第28条の2に規定

する関係にある相

手 

第 10 条第 1

項 

離婚をし、

又 は そ の

婚 姻 が 取

り 消 さ れ

た場合 

第28条の2に規定

する関係を解消し

た場合 

 

第 6 章 罰則 

第 29 条第 29 条第 29 条第 29 条 保護命令（前条において読み替えて準用す

る第 10 条第 1 項から第 4 項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、1 年

以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

 

第 30 条第 30 条第 30 条第 30 条 第 12 条第 1 項（第 18 条第 2 項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第 28

条の 2 において読み替えて準用する第 12 条第 1 項

（第 28 条の 2 において準用する第 18 条第 2 項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により記載すべき事項について虚偽の記載のある申

立書により保護命令の申立てをした者は、10 万円

以下の過料に処する。 

 

附 則(略) 附 則(略) 附 則(略) 附 則(略) 

 

 

 

 



 

６７ 

 

 

年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

１９７５年 

（昭和５０年） 

 

・国際婦人年世界会議（メ

キシコ） 

 

・「世界行動計画」採択 

 

・「 世 界 婦 人 の 10 年

（1976～1985 年）」

を決定 

 

 

・「婦人問題企画推進本部」

設置 

 

・育児休業法公布（施行Ｓ

51 年） 

  

 

１９７７年 

（昭和５２年） 

  

・「国内行動計画」策定 

 

・「国内行動計画前期重点

目標」策定 

 

  

 

１９７９年 

（昭和５４年） 

 

・国連総会「女子差別撤廃

条約」採択 

 

  

・婦人問題担当課を県民課

に位置付ける 

 

 

 

１９８０年 

（昭和５５年） 

 

・「国連婦人の 10 年」中

間年世界会議（コペンハ

ーゲン） 

 

・「国連婦人の 10 年後半

期行動プログラム」採択 

 

 

・「女子差別撤廃条約」署

名 

 

 

・「岡山婦人問題会議」を

設置 

 

・同会議が「婦人の地位と

福祉の向上に関する提

言」を答申 

 

 

 

１９８１年 

（昭和５６年） 

 

・「女子差別撤廃条約」発

効 

 

 

・民法一部改正施行（配偶

者の法定相続 1/3 から

1/2 へ） 

 

・「国内行動計画後期重点

目標」策定 

 

 

 

・婦人問題担当課が県民生

活課に移り、同課に婦人

班を新設 

 

 

 

１９８４年 

（昭和５９年） 

 

・ナイロビ世界会議のため

のエスカップ地域政府

間準備会議（東京） 

 

 

・アジア・太平洋地域婦人

国際シンポジウム 

 

・国籍法・戸籍法改正 

 （父母両系主義の立場を

とる）（S60 年施行） 

 

 

 

・「おかやま婦人のバス事

業」実施 

 

・「井原市レディーモニタ

ー事業」開始 

 

１９８５年 

（昭和６０年） 

 

・「国際婦人の 10 年」最

終年世界会議（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 

 

 

・生活保護基準額の男女差

解消 

 

・「国民年金法」改正 

 （女性の年金権確立） 

 

・「男女雇用機会均等法」

成立 

 

・「女子差別撤廃条約」批

准 

 

 

・岡山県婦人問題協議会が

「女性の地位と福祉の

向上に関する提言」を答

申 

 

・「岡山県婦人海外派遣事

業」開始 

 

・婦人問題調査「女性と地

位の向上に関する生活

と意識」実施 
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年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

１９８６年 

（昭和６１年） 

  

・「男女雇用機会均等法」

施行 

 

 

・県民生活課婦人班を青少

年対策室婦人企画班に

改組 

 

 

 

 

１９８７年 

（昭和６２年） 

  

・「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」策定 

 

 

・「岡山県婦人情報バンク」

を開設 

 

 

 

 

１９８８年 

（昭和６３年） 

   

・「女性による地域福祉実

践事業」開始 

 

 

 

 

１９８９年 

（平成 元年） 

   

・「働く女性相談コーナー」

開設 

 

・「農山漁村婦人の日」設

定 

 

 

 

 

１９９０年 

（平成 ２年） 

 

・国連婦人の地位委員会

「ナイロビ将来戦略」勧

告案採択 

  

・「21 世紀に生きる岡山

の女性シンボルマーク」

決定 

 

・県政世論調査「女性の地

位向上に関する生活と

意識」 

 

 

 

 

１９９１年 

（平成 ３年） 

  

・「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」第１

次改定 

 

 

・「第４次おかやま県総合

福祉計画策定」（女性の

項目新設） 

 

 

 

 

１９９２年 

（平成 ４年） 

 

・環境と開発に関する国連

会議 

 

・「アジェンダ 21」採択 

 

 

・「育児休業法」施行 

 

・初の婦人問題担当大臣設

置 

 

 

・「女性県政アドバイザー

事業」開始 

 

・「女性農業士制度」発足 

 

 

 

・「井原市女性アドバイザ

ー事業」実施 

 （～H５年） 

 

１９９３年 

（平成 ５年） 

 

・世界人権会議（ウィーン） 

 

・「ウィーン宣言及び行動

計画」採択 

 

・中学校での家庭科の男女

必修完全実施 

 

・「パートタイム労働法」

施行 

 

・男女共同参画型社会づく

りに向けての全国会議 

 

 

 

 

・地域振興部婦人青少年対

策室婦人企画班を充実

し、同部女性青少年対策

室女性政策課を新設 
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年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

１９９４年 

（平成 ６年） 

 

・「開発と女性」に関する

第２回アジア・太平洋大

臣会議（ジャカルタ） 

 

・ＩＬＯ総会「パートタイ

ムに関する条約及び勧

告」採択 

 

・国際人口・開発会議（カ

イロ） 

 

 

・高等学校での家庭科の男

女必修完全実施 

 

・男女共同参画推進室設置 

 

・「男女共同参画推進審議

会」設置 

 

・「男女共同参画推進本部」

設置 

 

・所管部を地域振興部から

企画部に移管 

 

・岡山県婦人問題協議会に

「女性の地位と福祉の

向上のための総合的方

策」について諮問 

 

・県政世論調査「女性の地

位の向上に関する生活

と意識」実施 

 

 

 

 

 

・「いきいき井原まちづく

りレディー事業」実施

（～H８年） 

 

１９９５年 

（平成 ７年） 

 

・第４回世界女性会議（北

京） 

 

・「北京宣言及び行動綱領」

採択 

 

・社会開発サミット（コペ

ンハーゲン） 

 

 

・「育児休業法」全面適用

（30 人以下） 

 

・「育児・介護休業法」成

立（一部 H11 年施行） 

 

・「ＩＬO156 号条約」批

准 

 

 

・岡山県婦人問題協議会が

「女性の地位と福祉の

向上に関する提言」を答

申 

 

・岡山県婦人問題協議会を

「岡山県男女共同参画

推進協議会」に改称 

 

 

 

 

 

 

１９９６年 

（平成 ８年） 

 

・児童の商業的性的搾取に

反対する世界会議（スト

ックホルム） 

 

・ＩＬＯ総会「家内労働に

関する条約」採択 

 

 

・「男女共同参画推進連携

会議」（えがりてネット

ワーク発足） 

 

・「男女共同参画ビジョン」

答申 

 

・「男女共同参画 2000 年

プラン」策定 

 

 

・「第５次岡山県総合福祉

計画」策定 

 

 

・文部省指定「男女共同参

画社会モデル市町村事

業」実施 

 

・「男女平等に関する市民

意識調査」実施 

 

・「見つめよう見つめなお

そう男と女」井原市フォ

ーラム開催 

 

 

 

 

 

１９９７年 

（平成 ９年） 

   

・「岡山県男女共同参画推

進本部」設置 

 

・「いきいき未来支援事業」

開始 

 

・「男女共同参画アドバイ

ザー養成事業」開始 

 

 

・「女性のネットワークづ

くり事業」実施（H14

「男女共同参画ネット

ワーク事業」に改称） 

 

・「岡山県いきいき未来支

援事業」実施 

 

・「男女共同参画社会の実

現をめざして」井原市フ

ォーラム開催 

 

 

 

 



 

７０ 

 

年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

１９９８年 

（平成１０年） 

  

・「男女共同参画社会基本

法（仮称）の論点整理」

発表 

 

・男女共同参画審議会「女

性に対する暴力部会の

中間とりまとめ」発表 

 

・所管部を企画部から生活

環境部へ移管 

 

・「岡山県女性センターの

ありかたに関する報告

書」作成 

 

・「男女共同参画週間」の

設定 

 

・中国・四国・九州地区男

女共同参画推進地域会

議 

 

 

 

 

 

 

 

・「井原市第５次総合計画」

策定（男女共同参画社会

の形成をうたう） 

 

１９９９年 

（平成１１年） 

  

・「男女共同参画社会基本

法」施行 

 

・「改正男女雇用機会均等

法」施行 

 

・男女共同参画審議会が

「女性に対する暴力の

ない社会を目指して」答

申 

 

 

 

 

 

 

 

・岡山県男女共同参画推進

センター（ウィズセンタ

ー）開所 

 

・「おかやまいきいき子ど

もプラン」策定 

 

 

・総務部企画課に女性政策

係設置 

 

・「井原市男女共同参画プ

ラン策定委員会」設置 

 

・「井原市男女共同参画推

進懇話会」設置 

 

２０００年 

（平成１２年） 

 

・国連特別総会「女性

2000 年会議」（ニュー

ヨーク） 

 

・「政治宣言」と「北京宣

言及び行動綱領実施の

ための更なる行動とイ

ニシアティブに関する

文書」採択 

 

 

・男女共同参画審議会が

「女性に対する暴力に

関する基本的方策につ

いて」と「男女共同参画

基本計画に当たっての

基本的な考えかたー21

世紀の最重要課題―」答

申 

 

・「ストーカー規正法」施

行 

 

・「男女共同参画基本計画」

策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「男女共同参画社会に関

する県民意識調査」実施 

 

 

・「いばら男女共同参画プ

ラン」策定 

 

 



 

７１ 

 

年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

２００１年 

（平成１３年） 

  

・内閣府に男女共同参画局

を設置 

 

・「男女共同参画審議会」

を「男女共同参画会議」

に改正 

 

・仕事と子育ての両立支援

策の方針について」閣議

決定 

 

・「配偶者からの暴力の防

止及び配偶者の保護に

関する法律」施行 

 

・「育児休業法」改正（対

象となる子の年齢の引

き上げ等） 

 

・「男女共同参画週間」設

定 

 

 

 

 

 

・「おかやまウィズプラン

21」策定 

 

・「岡山県人権政策推進指

針」策定 

 

・女性青少年対策室女性政

策課を男女共同参画課

に改組 

 

・「岡山県男女共同参画の

促進に関する条例」公

布・施行 

 

・「男女共同参画推進月間」

設定 

 

 

・「井原市男女共同参画推

進本部」設置 

 

・「井原市男女共同参画推

進協議会」設置 

 

・「男女共同参画に関する

市民意識・実態調査」 

 

・「男女共同参画フォーラ

ム 2001in いばら」開

催 

 

 

２００２年 

（平成１４年） 

   

・「岡山県男女共同参画審

議会」設置（岡山県男女

共同参画推進協議会は

廃止） 

 

 

 

 

 

・「男女共同参画フォーラ

ム 2002in いばら」開

催 

 

 

２００３年 

（平成１５年） 

  

・「次世代育成支援対策推

進法」施行 

 

・「少子化社会対策基本法」

施行 

 

 

・「男女共同参画フォーラ

ムｉｎおかやま」開催 

 

 

・「井原市男女共同参画の

まちづくり条例」施行 

 

・「井原市男女共同参画推

進審議会」設置（井原市

男女共同参画推進協議

会は廃止） 

 

・「男女共同参画フォーラ

ム 2003in いばら」開

催 

 

 

 

 

 

２００４年 

（平成１６年） 

  

・「改正配偶者からの暴力

防止及び被害者の保護

に関する法律」施行 

 

 

・「男女共同参画社会に関

する県民意識調査」実施 

 

・「新岡山いきいき子ども

プラン」策定 

 

 

 

・「井原市男女共同参画ま

ちづくり推進員」設置 

 

・「井原市女性議会」開催 

 

 



 

７２ 

 

年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

２００５年 

（平成１７年） 

 

・第４９回国連婦人の地位

委員会／「北京＋10」

閣僚級会合(ﾆｭｰﾖｰｸ) 

 

・「改正育児・介護休業法」

施行 

 

・「男女共同参画基本計画

（第２次）」閣議決定 

 

 

・岡山県配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保

護に関する基本計画策

定 

 

・「女性副知事フォーラム

2005 おかやま」開催 

 

 

・「男女共同参画フォーラ

ム in いばら」開催 

 

・井原市次世代育成支援対

策行動計画「新・いばら

子どもすくすくプラン」

策定 

 

・担当課が総務部企画課か

ら市民生活部市民活動

推進課に所管換え 

 

・井原市議会に昭和 36 年

以来 2 人目の女性議員

誕生 

 

・「男女共同参画に関する

企業アンケート」実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００６年 

（平成１８年） 

 

・第１回東アジア男女共同

参画担当大臣会合（東

京） 

 

 

・「男女共用機会均等法」

の改正 

 

 

・「新おかやまウィズプラ

ン」策定 

 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

・「いばら男女共同参画プ

ラン（改定版）」策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００７年 

（平成１９年） 

 

・第２回東アジア男女共同

参画担当大臣会合（ﾆｭｰ

ﾃﾞﾘｰ） 

 

・「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 

 

・「パートタイム労働法」

改正 

 

・「仕事と生活の調和（ﾜｰ

ｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）憲章」及

び「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」策

定 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

・男女共同参画絵手紙コン

テスト実施 

 

 



 

７３ 

 

年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

２００８年 

（平成２０年） 

  

・「次世代育成支援対策推

進法」の改正 

 

・男女共同参画推進本部決

定「女性の参画加速プロ

グラム」 

 

 

・岡山県配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保

護に関する基本計画改

定 

 

・岡山県男女共同参画推進

センター（愛称:ｳｨｽﾞｾﾝﾀ

ｰ）が岡山県総合福祉･ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱ・NPO 会館（愛

称：きらめきﾌﾟﾗｻﾞ）へ

移転 

 

・「全国ｼｪﾙﾀｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

2008in おかやま」開

催（後援） 

 

 

 

 

 

・担当課が市民生活部市民

活動推進課から協働の

まちづくり市民推進室

に所管換え 

 

・「男女共同参画フォーラ

ム in いばら」開催 

 

 

２００９年 

（平成２１年） 

 

・第３回東アジア男女共同

参画担当大臣会合（ｿｳﾙ） 

 

・「育児・介護休業法」改

正 

 

・ＤＶ被害者支援として、

全国共通の番号によ「Ｄ

Ｖ相談ナビ」（０５７０

－０５５２１０）がスタ

ート 

 

 

・「新おかやまウィズプラ

ン」中間見直し 

 

・「男女共同参画社会に関

する県民意識調査」実施 

 

 

・担当課が市民生活部協働

のまちづくり市民推進

室から協働推進課に所

管換え 

 

・「男女共同参画フォーラ

ム in いばら」開催 

 

・男女共同参画絵手紙コン

テスト開催 

 

 

 

 

 

２０１０年 

（平成２２年） 

 

・第５４回国連婦人の地位

委員会／「北京＋15」

記念会合(ﾆｭｰﾖｰｸ) 

 

・「男女共同参画基本計画

（第３次）」閣議決定 

 

 

・所管部を生活環境部から

県民生活部に移管 

 

・「男女共同参画課」を「男

女共同参画青少年課」に

改組 

 

 

・「新・いばら子どもすく

すくプラン」井原市次世

代育成支援対策行動計

画（後期計画）策定 

 

・ＤＶ被害者サポーター養

成講座開催 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

・男女共同参画に関する市

民アンケート実施 

 

・「第３次いばら男女共同

参画プラン・井原市ＤＶ

防止及び被害者支援計

画」策定 

 

 

 

 

 

 



 

７４ 

 

年 世界の動き 日本の動き 岡山県の動き 井原市の動き 

 

２０１１年 

（平成２３年） 

 

・ジェンダー平等と女性の

エンパワーメントのた

め の 国 連 機 関 「 UN 

Women」発足 

 

・第４回東アジア男女共同

参画担当大臣会合（ｼｭﾑ

ﾘｱｯﾌﾟ） 

 

 

 

 

 

 

・「第３次おかやまウィズ

プラン」策定 

 

・担当課が市民生活部協働

推進課から総務部企画

課に所管換え 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

 

２０１２年 

（平成２４年） 

 

 

 

・「「女性の活躍促進による

経済活性化」行動計画」

策定 

 

・改正育児・介護休業法の

全面施行 

 

 

 

 

 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

 

２０１３年 

（平成２５年） 

 

・第５回東アジア男女共同

参画担当大臣会合（ﾍﾟｷ

ﾝ） 

 

・「配偶者からの暴力防止

及び被害者の保護等に

関する法律」改正 

 

・「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」改正 

 

 

 

 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

 

２０１４年 

（平成２６年） 

 

 

 

 

 

・「岡山県男女共同参画の

促進に関する条例」改正 

 

・「男女共同参画社会に関

する県民意識調査」実施 

 

・「岡山県配偶者からの暴

力の防止及び被害者の

保護に関する基本計画」

改正 

 

 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

 

２０１５年 

（平成２７年） 

 

・第 59 回国連婦人の地位

委員会／「北京＋20」

記念会合(ﾆｭｰﾖｰｸ) 

 

・「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

法律」施行 

 

・「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

基本方針」策定 

 

・「第４次おかやまウィズ

プラン」策定 

 

・男女共同参画に関する市

民アンケート実施 

 

・「男女共同参画地域フォ

ーラム in いばら」開催 

 

・「第３次いばら男女共同

参画プラン・井原市ＤＶ

防止及び被害者支援計

画」見直し 

 

 

 



 

７５ 

 

☆男女共同参画に関するアンケート調査の概要 

１．調査の目的・・・井原市における男女共同参画に関する市民の意識や実態を調査し、市民の求

める暮らしやすい井原市の姿を明らかにし、今後の行政施策推進のための基

礎資料とする。 

２．調査の期間・・・平成２７年６月１１日～平成２７年７月３日 

３．調査の対象・・・無作為に抽出した２０歳以上の男女１，０００人（２０歳代～９０歳代） 

４．回 収 結 果・・・３５０人（男性１２５人、女性２１９人、不明６人） 

回収率 ３５．０％ 

 

  １．性 別 

 

 

 

 

３５０人 

 

 

 

 

 

 

  ２．年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男

125

36%

女

219

62%

無回答

6

2%

26人 53人 76人 79人 50人 58人 8人

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代以上 無回答

(7.4%) (15.1%) (21.7%) (22.6%) (14.3%) (16.6%) (2.3%) 



 

７６ 

 

 

１（生活分野での男女平等意識） 

「平等になっている」の回答が低い分野では、「男性が優遇されている」と感じている割合が多

く、特に「政治の場」では 78％、「社会通念、慣習、しきたりなど」では 73％で７割を超えてい

る。 

 

■男女の地位について（選択回答 n=350） ■男女の地位について（選択回答 n=350） ■男女の地位について（選択回答 n=350） ■男女の地位について（選択回答 n=350） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２（男性が優遇されている原因） 

「男女の役割分担についての社会通念・習慣・しきたりなどが根強いから」（77％）、「仕事優先・

企業中心の考え方が根強いから」（55％）の２項目が回答者の過半数に選ばれた原因である。 

 

■男性の方が優遇されている原因について（複数回答（いくつでも） n=247） ■男性の方が優遇されている原因について（複数回答（いくつでも） n=247） ■男性の方が優遇されている原因について（複数回答（いくつでも） n=247） ■男性の方が優遇されている原因について（複数回答（いくつでも） n=247） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭生活 職場 政治の場 法律や制度の上

社会通念、習慣、

しきたりなど

学校教育の場 社会全体では

男性の方が非常に優遇されている 40 56 120 36 89 7 31

どちらかといえば男性が優遇されている 148 170 154 108 167 47 216

平等になっている 113 71 34 119 55 235 50

どちらかといえば女性が優遇されている 24 15 2 23 4 16 17

女性の方が非常に優遇されている 6 3 1 6 1 2 2

わからない 14 19 21 36 17 28 24

無回答 5 16 18 22 17 15 10

0

50

100

150

200

250

男女の地位の平等について 

191

136

81

28

72
101 105

38

119

24
4 3

男女の役割分担についての社会通念・慣習・しきたりなど根強いから

仕事優先・企業中心の考え方が根強いから

男女の平等について、男性の問題意識がうすいから

男女の平等について、女性の問題意識がうすいから

男女の差別を人権の問題としてとらえる意識がうすいから

女性が能力を発揮できる環境や機会が十分でないから

能力を発揮している女性を適正に評価する仕組みが欠けているから

専業主婦に有益な税制や社会保障制度などが男女の役割分担を助長しているから

育児や介護などの男女がともに担うための制度やサービスが整備されていないから

女性の意欲や能力が男性に比べて劣っているから

その他

無回答



 

７７ 

 

 

３（家庭内の男女の役割分担） 

「育児・子どものしつけ・勉強」や「家族の看護・高齢者の世話・介護」は、「夫婦同じ程度」

の回答率が最も高いものの、「主として妻」が担当すると回答した割合が前回調査より増えている。 

 

■家庭における仕事分担（選択回答 n=350） ■家庭における仕事分担（選択回答 n=350） ■家庭における仕事分担（選択回答 n=350） ■家庭における仕事分担（選択回答 n=350） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（現代社会は誰にとっても働きやすい社会？） 

男性と女性の間で状況の受けとめ方に差がみられ、男性のほうが、現在の社会が「女性の働きや

すい状況にある」と捉えている割合が多く、「一概には言えない」と答えた人は、男性 8％、女性

21％であり、前回調査と比べると男性のほうで「一概には言えない」と答えた人の割合が低くな

っている。 

 

■現在の社会の働きやすさ（選択回答 n=350） ■現在の社会の働きやすさ（選択回答 n=350） ■現在の社会の働きやすさ（選択回答 n=350） ■現在の社会の働きやすさ（選択回答 n=350） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚・家庭生活について 

家計を支える(生

活費を得る)

掃除・洗濯・食事

の支度など家事

家計の管理

育児・子どものし

つけ・勉強

家族の看護・高齢

者の世話・介護

自治会などの地域

活動

高額商品や土地・

家屋の決定

主として妻 11 258 202 144 150 38 9

夫婦同じ程度 111 78 98 184 166 129 198

主として夫 217 2 37 3 4 160 123

その他 6 5 7 9 15 13 13

無回答 5 7 6 10 15 10 7

0

50

100

150

200

250

300

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

大変働きやすい状況

にあると思う

4%

ある程度働きや

すい状況にある

と思う

36%

あまり働きやすい状

況にあるとは思わな

い

25%

働きやすい状況にあ

るとは思わない

13%

一概には言

えない

16%

その他

1%

わからない

2%

無回答

3%



 

７８ 

５（男女が各自の能力を発揮していきいきと働くためには？） 

賃金格差の解消、休暇取得の促進、就労時間の調整といった労働環境の改善と、それらによる家

庭とのかかわりの充実が、「能力を発揮して、いきいきと働くために」必要なこととして考えられ

ていることが窺われる。 

 

■いきいきと働くために必要なこと（複数回答（３つまで） n=350） ■いきいきと働くために必要なこと（複数回答（３つまで） n=350） ■いきいきと働くために必要なこと（複数回答（３つまで） n=350） ■いきいきと働くために必要なこと（複数回答（３つまで） n=350） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６（現在、職業（自営を含む）を持っていますか？） 

職業の有無については、全体の 64%が有職である。男性の有職者は 74%、女性の有職者は 58%

を占める。 

 

■仕事をもっているか（選択回答 n=350） ■仕事をもっているか（選択回答 n=350） ■仕事をもっているか（選択回答 n=350） ■仕事をもっているか（選択回答 n=350） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

117

67
80

145

51
31

71

38

101

15

男女の賃金格差をなくする。

労働時間を調整して、男女が地域との関わりや家庭責任も果たせる体制にする。

女性をもっと職場の意思決定に参加させる。

お茶くみ、コピーとりなど補助的な仕事は女性だけがするべきではない。

出産、育児、介護休暇を男女とも取りやすくする。

職場でセクハラ・マタハラ予防の人権教育をしっかり行う。

セクハラ・マタハラなどを安心して相談できる窓口をつくる。

昇給・昇格の条件となる教育を平等に受けられるようにする。

企業や事業所に対する男女共同参画についての啓発を行う。

家族の理解・協力

無回答

93

1264

223
64%

119
34%

8
2%

外円

■ もっている

■ もっていない

■ 無回答

内円

■ 男性

■ 女性

■ 無回答

74％ 

58％ 

2％ 



 

７９ 

７（職場の状況は？） 

有職者のうち、職場の状況については、「上記のような職場の状況はない」（35%）が最も多く

選ばれている一方、次に多いのが「有給休暇が取りにくい」（3２%）、「締切や納期に追われること

が多い」（30%）、「特定の人に仕事が集中している」（29%）と続いている。 

年代別にみると、「上記のような職場の状況はない」が最も多いのは 50 代以上であり、40 代で

は「特定の人に仕事が集中している」、30 代・20 代では「有給休暇が取りにくい」がそれぞれ最

も多く選ばれている。年代によって職場での立ち位置が異なると推測され、状況の受けとめ方や、

気にする状況に違いが表れてくるのではないかと考えられる。 

 

■職場の状況であてはまるもの（複数回答（いくつでも） n=223） ■職場の状況であてはまるもの（複数回答（いくつでも） n=223） ■職場の状況であてはまるもの（複数回答（いくつでも） n=223） ■職場の状況であてはまるもの（複数回答（いくつでも） n=223） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８（ドメスティック・バイオレンス） 

「暴力がテレビや新聞などで問題になっていることは知っている」が回答者の 61％を占め、圧

倒的多数であった。また、「暴力を受けたことがある」6%、「暴力をふるったことがある」3%と、

DV の存在を明らかにする回答が前回調査の結果よりも増えている。「身近に暴力を受けた当事者

がいる」6%、「身近に当事者はいないが、暴力についてのうわさを耳にしたことがある｣10%と

DV の存在が窺われる回答も約 2 割みられる。 

 

■ＤＶについて（複数回答（いくつでも） n=454：総回答数に対する割合） ■ＤＶについて（複数回答（いくつでも） n=454：総回答数に対する割合） ■ＤＶについて（複数回答（いくつでも） n=454：総回答数に対する割合） ■ＤＶについて（複数回答（いくつでも） n=454：総回答数に対する割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権について 

暴力を受けたことがある

6%

暴力をふるったことがあ

る

3%

身近に暴力を受けた当事

者がいる

6%

身近に当事者はいない

が、暴力についてのうわ

さを耳にしたことがある

10%

暴力がテレビや新聞など

で問題になっていること

は知っている

61%

暴力について見聞きした

ことはない

8%

その他

1%

全然知らない

3%

無回答

2%

35
22

7

64

35

71 66
77

2

上司や同僚が遅くまで仕事をしているので帰りにくい

職場に長くいる方が、高く評価される

アフター５でコミュニケーションをとる習慣があるため、就業時間外も拘束される

特定の人に仕事が集中している

全員がこなしきれないほどの仕事を抱えている

有給休暇が取りにくい

締切や納期に追われることが多い

上記のような職場の状況はない

無回答



 

８０ 

９（ドメスティック・バイオレンス被害時の状況） 

「誰（どこ）にも相談しなかった」が 28％を占め、前回調査よりも高い値となっている。ＤＶ

の存在を明らかにする回答が前回より増えているにもかかわらず、誰にも相談しなかった（できな

かった）場合も少なくなく、相談窓口の整備や関連機関との連携、未然に防止するための対策など、

早期の取り組みが必要であると考えられる。 

 

■ＤＶ被害にあった時の相談状況（暴力を受けたことがあると回答した人のうち複数回答（いくつ■ＤＶ被害にあった時の相談状況（暴力を受けたことがあると回答した人のうち複数回答（いくつ■ＤＶ被害にあった時の相談状況（暴力を受けたことがあると回答した人のうち複数回答（いくつ■ＤＶ被害にあった時の相談状況（暴力を受けたことがあると回答した人のうち複数回答（いくつ

でも） n=39：総回答数に対する割合） でも） n=39：総回答数に対する割合） でも） n=39：総回答数に対する割合） でも） n=39：総回答数に対する割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10（暴力をなくす対応策） 

「被害者を保護する体制を充実する」、「暴力をふるう加害者への対策を進める」、「相談機関を充

実する」の順で多くなっている。比較的ＤＶの被害者にも加害者にも、保護・相談体制の整備など

取り組みが必要であると考えられる。 

 

■暴力をなくすため必要な取組（複数回答（３つまで） n=350） ■暴力をなくすため必要な取組（複数回答（３つまで） n=350） ■暴力をなくすため必要な取組（複数回答（３つまで） n=350） ■暴力をなくすため必要な取組（複数回答（３つまで） n=350） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰（どこ）にも相談し

なかった。

28%

家族・親戚に相談し

た。

33%

友人・知人に相談し

た。

23%

家庭裁判所・弁護士・

警察署などに相談し

た。

5%

公的な相談機関（女性

相談所、県ウィズセン

ターなど）に相談し

た。

0%

民間の相談機関（民間

シェルターなど）に相

談した。

2%

市役所に相談した。

3%

医師・カウンセラーな

どに相談した。

3%

その他

3%
無回答

0%

202

125

165

99
72

46

8 17 16

被害者を保護する体制を充実する 相談機関を充実する 暴力をふるう加害者への対策を進める

被害者が自立して生活できるよう支援する 被害を受けて悩んでる人へ情報を提供する 暴力防止のための啓発を進める

その他 わからない 無回答



 

８１ 

 

 

11（男女共同参画社会実現のために井原市が力を入れるべきこと） 

「保育施設や高齢者福祉施設を充実するなど、福祉サービスを向上する」が最も多く選ばれた。前

回調査よりも 10 ポイント以上減少しているものの、「福祉サービスの向上」が井原市において最

も求められていることがわかる。 

 

■男女共同参画社会実現のため、今後井原市が力を入れていくこと（複数回答（３つまで） n=350） ■男女共同参画社会実現のため、今後井原市が力を入れていくこと（複数回答（３つまで） n=350） ■男女共同参画社会実現のため、今後井原市が力を入れていくこと（複数回答（３つまで） n=350） ■男女共同参画社会実現のため、今後井原市が力を入れていくこと（複数回答（３つまで） n=350） 

男女がともにいきいきと暮らすために 

81
62

86

124

168

72

29
14

31
14

65

11 11

学校教育・社会教育において、男女平等と相互の理解や協力についての学習を充実する

男女平等を目指した条例・制度の制定や見直しを行う

女性が自覚と責任を持ち活躍できるよう、知識や能力を高める研修や活動の場をつくる

職場での男女格差の是正や、女性の労働環境の改善を企業に働きかける

保育施設や高齢者福祉施設を充実するなど、福祉サービスを向上する

あらゆる分野に女性を積極的に登用し、政策決定の場への女性の参画を図る

各種団体の女性リーダーを育成する

広報誌などで男女の平等と相互理解や協力についてＰＲする

男女共同参画活動支援施設（学習支援、情報交換、交流ができる施設）を整備する

各国の女性との交流や情報提供など、国際交流を推進する

仕事と家庭の両立などの問題について相談できる窓口を設ける

その他

無回答
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