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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨                             

 

戸田市では、平成 21（2009）年３月に「第四次戸田市男女共同参画1計画～とだ あ

んさんぶるプラン～」（平成 21（2009）年度～30（2018）年度）を策定、平成 26

（2014）年３月には、社会経済環境の変化等によって新たに認識された課題に対応す

るために、計画内容を見直して改訂版を策定し、男女共同参画推進に関するさまざまな

施策や事業を推進してきました。さらに、平成 28（2016）年には、男女共同参画社会
2の実現を目指して、市民、事業者、市がそれぞれの責務を果たすことを定めた「戸田市

男女共同参画推進条例」を制定しました。 

前期計画期間中の社会情勢に目を向けますと、平成 23（2011）年の東日本大震災や

平成 28（2016）年の熊本地震等の大きな災害の発生があげられます。このような災害

の経験を経て、防災、復興分野における男女共同参画の視点の重要性が広く認識される

ようになりました。また、就業している女性の割合が増加するに伴い、保育園の待機児

童問題やワーク・ライフ・バランス3についての関心が高まっています。さらに、配偶者

等からの暴力（ＤＶ4）やセクシュアル・ハラスメント5、パワーハラスメント6等を減ら

すための取り組みもますます必要とされています。 

また、法改正の点では、平成 27（2015）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」7（以下「女性活躍推進法」といいます。）が成立し、働く場で活躍

したい女性がその個性と能力を十分に発揮できるように、国や地方公共団体及び事業主

の責務が定められました。 

また、国においては、平成 27（2015）年に「第４次男女共同参画基本計画」が策定

され、埼玉県においても、平成 29（2017）年に「埼玉県男女共同参画基本計画」及び

「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第４次）」が策定されました。 

こうした状況を踏まえて、誰もがお互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別、性的指向、性自認にかかわりなく、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、計画の策定を行うこととしました。  
                                                 
1 参画…物事の方向性を計画するときから、その議論の場に一員として加わること。計画するときだけでなく、決定後の計画

の実践や、改訂などまでに携わることが求められます。 
2 男女共同参画社会…「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を負うべき社会」を「男女共同参画社会」といいます。 
3 ワーク・ライフ・バランス…仕事と家庭生活や地域活動などを組み合わせ、バランスのとれた働き方及び生活のあり方を

選択できるようにすることです。 
4 ＤＶ（ドメステック・バイオレンス）…夫婦や恋人など親しい間柄での暴力のこと。身体的暴力だけでなく、性的暴力

や精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力、子どもを利用した暴力なども DV です。家庭内で起こることが多いため、他人が

介入しづらく、被害が表面化しにくいという問題があります。 
5 セクシュアル・ハラスメント…性的な嫌がらせのことをいいます。職場に限らず、学校や地域社会も含めてあらゆる場面

で起こる可能性があります。職務上の地位を利用して性的な関係を強要したり、それを拒否した人に不利益な扱いをする「対

価型」と、性的な言動で職場で働く人たちなどを不快にさせる「環境型」があります。 
6 パワーハラスメント…社会的な地位の高い者が、自分の立場の優位性や権力等を利用して、業務の適正な範囲を超えて精

神的または身体的な苦痛を与える行為のことをいいます。具体的には、暴行・傷害、侮辱やひどい暴言、人間関係の切り離

し、過大な要求等があげられます。 
7 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）…平成 27（2015）年に成立、働く場におい

て活躍したいと希望する女性が、その個性と能力に応じて活躍できるような環境を整備するための法律です。これにより、

労働者 301 人以上の大企業には女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などの義務、国には、施策や取り組みの基本的な方

向を示す「基本方針」を策定する義務、地方公共団体には当該区域内での推進計画を定める努力義務が定められています。 
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２．計画の位置づけ                             

 

◆この計画は、男女共同参画社会を実現するため、総合的・計画的に推進するための基

本となるものです。 

◆この計画は、「戸田市男女共同参画推進条例」第８条第１項に基づいて策定しています。 

◆この計画は、「男女共同参画社会基本法」の第 14 条第３項に基づいて策定しています。 

◆この計画は、「男女共同参画社会基本法」、国の「第４次男女共同参画基本計画」、埼玉

県の「埼玉県男女共同参画基本計画」を踏まえるとともに、「戸田市第４次総合振興計

画」との整合性を図っています。 

◆この計画の施策１に係る部分について、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律」8第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」（戸田市ＤＶ防止基本

計画）として位置づけています。 

◆この計画の施策６・７・８・９に係る部分について、「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」（戸田市女性活躍推進計

画）として位置づけています。 

◆この計画の策定にあたっては、平成 29（2017）年度に「戸田市男女共同参画に関す

る市民意識調査」（以下「市民意識調査」）及び「男女共同参画に関する戸田市職員意

識調査」を実施し、「戸田市男女共同参画推進委員会」及び「戸田市男女共同参画庁内

検討会議」による協議を行い、さらにはパブリックコメントで市民の方々から、ご意

見やご提案をいただき策定したものであり、本市における男女共同参画社会の実現に

向けた総合的、包括的な施策への取り組みの指針とするものです。 

 

  

                                                 
8 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（ＤＶ防止法）…家庭内に潜在していた夫婦間の暴力に

ついて、人権擁護と男女平等の実現を図るため、配偶者やパートナー等からの暴力の防止及び被害者の保護救済を目的とし

て、平成 13（2001）年に制定されました。平成 16（2004）年には、「配偶者からの暴力」の定義の拡大や、都道府県

における基本計画の策定の義務化、平成 19（2007）年には、市町村基本計画の策定、配偶者暴力支援センターの設置の努

力義務化、平成 25（2013）年には、生活の本拠を共にする交際相手についても法の適用対象が準用されるなどの改正が行

われました。 
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３．計画の期間                             

 

この計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度の 10 年間と

します。 

ただし、国内外の動向や社会情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図ることから、

必要に応じて見直します。 

 

 

４．策定の基本的視点                             

 

この計画の理念については「戸田市男女共同参画推進条例」の基本理念に基づいて設

定しています。計画の「目標」、「施策」、「施策の方向」、「具体的な取り組み」について

は、前計画の施策を引き継ぎつつ、「戸田市男女共同参画推進条例」、「戸田市第４次総合

振興計画」、国・県の「男女共同参画基本計画」や社会情勢等の変化を踏まえ、追加や一

部見直しを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ビリーちゃん」と「リブちゃん」は、胎児がはじめに歩む進化の形と

もいわれる勾玉のイメージから生まれました。 

「男性または女性になる前の一つの命として向かい合い、共に協力し合

って生きていきましょ

う」という願いが込め

られています。 

 

 

 

 

 

ビリーちゃん      リブちゃん 

  

戸田市男女共同参画キャラクター「ビリーちゃん」「リブちゃん」 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 

１．条例の基本理念と計画の理念及び進め方                        

 

本市では「戸田市男女共同参画推進条例」（以下「条例」といいます。）を制定し、平

成 28（2016）年 10 月１日から施行しています。条例では、誰もがそれぞれの違いや

多様な生き方を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指して、次の７

つの基本理念を掲げています。 

 

 

◆性別、性的指向、性自認による差別的な取扱いや暴力を根絶し、誰もが個人と

して尊重されること。 

◆誰もが、性別による固定的な役割分担の意識9にとらわれることなく、その個性

と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できるこ

と。 

◆誰もが、性別、性的指向、性自認に関わりなく、社会のあらゆる分野における

活動の方針の立案や決定に参画する機会が確保されること。 

◆学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画社会を

支える意識の形成に向けた取組が行われること。 

◆家族を構成する者が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護

その他の家庭生活と職場や地域における活動の調和のとれた生活を営むことが

できること。 

◆誰もが、性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する健康と

権利が生涯にわたり尊重されること。 

◆国際社会や国内における男女共同参画に関する取組を積極的に理解すること。 

 

 

 

 

  

                                                 
9 性別による固定的な役割分担の意識…「男は仕事、女は家庭」というように、男性と女性にははじめからその役割が異

なっており、あらかじめそれぞれにあった生き方が決まっているという考え方を指します。 

＜条例の基本理念＞ 
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条例の基本理念を受け、この計画の理念を次のように設定します。 

 

 

みんなが認めあい・支えあい・輝くまち とだ 
 

 

性別や性的指向や立場など、様々な面で自分とは異なる要素を持っている人を認めあ

い、本市で暮らす人々の生活を市民同士や地域社会、行政が一体となって支えあい、そ

して一人ひとりが個性と能力を発揮して輝けるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

この計画は、条例に基づいて市民、事業者、市のそれぞれが役割を果たし、互いに連

携・協力し合いながら、男女共同参画社会実現に向けた施策を展開するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「戸田市男女共同参画推進条例」パンフレット 

 

 

 

 

  

計画の理念 

計画の進め方 
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２．計画の目標                             

 

計画の目標は、計画の理念や進め方を反映して、次のように設定します。 

 

 

認めあい     お互いの人権を大切にできるまち 

性別や性的指向、性自認、立場などが違っていたとしても、一人ひと

りの人格を認めあい、差別を許さない意識啓発を充実させます。また、

暴力をもって人を支配したり、苦しめたりすることは重大な人権侵害で

あるという意識の浸透を進め、身近な人からの暴力被害を根絶するため

の取り組みを推進します。 

 

 

 

支えあい     地域や家庭の暮らしを支えあえるまち 

家族形態が多様化し、少子高齢化も進む中、子育てや介護、地域防災

などについてみんなで支えあいながら、一人ひとりがいきいきとした生

活をおくれるような環境整備と体制づくりを推進します。 

 

 

 

輝く      いきいきと活躍できるまち 

働く場や政策・方針決定過程において、性別を問わず誰もがその個性

と能力を十分に発揮できるように、意識啓発や環境整備、人材開発の機

会提供を推進します。また、性別やライフステージにかかわらず誰もが

いきいきと活躍できるように、生涯を通じた健康づくりへの支援を充実

します。 

 

 

進める     連携と協力で取り組みを進めるまち 

市民、事業者、市のそれぞれが連携・協力し、さらに、国・県とも連

携しながら計画を推進します。 

  

目標Ⅰ 

目標Ⅱ 

目標Ⅲ 

目標Ⅳ 
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３．計画の体系                             

 

理 念        目 標            施 策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10  庁内…この計画書において、戸田市の行政組織全体を表す言葉として使用しています。 

1.身近な人からの暴力被害の根絶 

2.男女共同参画及び多様な性に関する 
意識啓発 

目標Ⅰ 

お互いの人権を

大切にできる 

まち 

み
ん
な
が
認
め
あ
い
・
支
え
あ
い
・
輝
く
ま
ち 

と
だ 

3.男女共同参画の視点に立った教育・学
習の支援 

12.男女共同参画の推進拠点の充実 

4.地域活動における男女共同参画の推進 

5.防災及び防犯における男女共同参画の推進 

10.政策・方針決定過程への男女共同参
画の促進 

8.働く場における男女共同参画の推進 

9.女性の就業・起業の支援 

11.生涯を通じた健康づくりへの支援 

13.庁内 10 の男女共同参画の推進 

14.連携と協力による推進体制の整備 

目標Ⅱ 

地域や家庭の 

暮らしを 

支えあえる 

まち 

目標Ⅲ 

いきいきと 

活躍できる 

まち 

目標Ⅳ 

連携と協力で 

取り組みを進める 

まち 

戸田市 

女性活躍 

推進計画 

戸田市 

DV 防止 

基本計画 

6.ワーク・ライフ・バランスの推進 

7.子育てや介護を支援する体制の整備 
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４．計画の指標                             

■目標を達成するため、施策ごとに指標を次のように設定します。 
■指標欄の【新規】は、この計画から新たに設定した指標を表しています。 
■各目標値の算出根拠は、第 4 章の指標の項目に記載しています。 
■進捗状況を毎年度（※）調査して、調査結果をホームページに公表します。 

※市民意識調査等に基づく指標は、数年に１回になります。 

目標Ⅰ お互いの人権を大切にできるまち 

施 策 指 標 当初 最終目標 

1.身近な人からの
暴力被害の根絶 

◇市内の全中学校で異性の尊重について学ぶ機
会をつくります。         【新規】 

2 校 

（2017 年度） 
全 6 校 

(2027 年度） 

◇DV 相談を知っている人の割合を増やします。 14.9％ 

（2017 年度） 
30％ 

(2027 年度） 

2. 男女共同参画及
び多様な性に関
する意識啓発 

◇「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役
割分担に同感しない市民の割合を増やします。 

34.2％ 

（2017 年度） 
44％ 

(2027 年度） 

◇LGBT11の内容まで知っている人の割合を増
やします。             【新規】 

18.0％ 

（2017 年度） 
38％ 

(2027 年度） 

3.男女共同参画の
視点に立った教
育・学習の充実 

◇市内の全小学校で男女共同参画の大切さを学
ぶ機会をつくります。        【新規】 

7 校 

（2017 年度） 
全 12 校 
(2027 年度） 

 

目標Ⅱ 地域や家庭の暮らしを支えあえるまち 

施 策 指 標 当初 最終目標 

4.地域活動におけ
る男女共同参画
の推進 

◇地域活動に参加している人の割合を増やしま
す。 

52.4％ 

（2017 年度） 
63％ 

(2027 年度） 

5.防災及び防犯にお
ける男女共同参画
の推進 

◇防災・災害復興対策において、性別に配慮した
対応が必要であると思う人の割合を増やしま
す。            【新規】 

75.6％ 

（2017 年度） 
86％ 

(2027 年度） 

6.ワーク・ライフ・
バランスの推進 

◇ワーク・ライフ・バランスの内容まで知ってい
る人の割合を増やします。 

18.2％ 

（2017 年度） 
44％ 

(2027 年度） 

◇ワーク・ライフ・バランスを実感している人の
割合を増やします。 

10.3％ 

（2017 年度） 
21％ 

(2027 年度） 

7.子育てや介護を
支援する体制の
整備 

◇保育園の受け入れ人数を増やします。 
【新規】

3,795人 

（2018 年度） 
4,200人 

（2028 年度） 

◇介護予防のための TODA 元気体操12を行う通

いの場を増やします。        【新規】 
18 箇所 

（2018 年度） 
48 箇所 

（2028 年度） 

 

                                                 
11 ＬＧＢＴ…レズビアン（Lesbian）＝女性同性愛者、ゲイ（Gay）＝男性同性愛者、バイセクシュアル（Bisexual）＝両

性愛者、トランスジェンダー（Transgender）＝性同一性障がいなどで心と体の性が一致しない人の頭文字をとって、主な

性的マイノリティ（少数者）のことを意味しています。性自認や性的指向が定まっていない人、クエスチョニング

（Questioning）も加えた「LGBTQ」という呼び方もあります。 
12 ＴＯＤＡ元気体操…地域の人とのつながりを通じて、いつまでも元気で自立した日常生活をおくることを目的に、重りを手

首や足首につけ、簡単な運動を行い、筋肉・バランス能力を高める体操です。 
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目標Ⅲ いきいきと活躍できるまち 

施 策 指 標 当初 最終目標 

8.働く場における

男女共同参画の

推進 

◇職場における男女の地位が平等だと感じる人

の割合を増やします。        【新規】 

20.3％ 

（2017 年度） 

27％ 

（2027 年度） 

9.女性の就業・起業

の支援 

◇再就職の支援講座の理解度を高めます。 

【新規】 
－ 80％ 

（2027 年度） 

◇女性の 30～39 歳の労働力率13を高めます。 

【新規】 
67.2％ 

（2015 年度） 

74％ 

（2025 年度） 

10.政策・方針決定

過程への男女共

同参画の促進 

◇審議会等の女性委員の比率を高めます。 
27.6％ 

（2017 年度） 

40％ 

（2027 年度） 

◇男女共同参画人材リスト（旧「女性人材リス

ト」）の登録者を増やします。 

29 人 

（2017 年度） 
58 人 

（2027 年度） 

11. 生涯を通じた

健康づくりへの

支援 

◇健康だと思う人の割合を増やします。 
78.6％ 

（2017 年度） 

85％ 

（2027 年度） 

 

目標Ⅳ 連携と協力で取り組みを進めるまち 

施 策 指 標 当初 最終目標 

12. 男女共同参画

の推進拠点の充

実 

◇『あいパル』が男女共同参画の推進拠点である

ことを知っている人の割合を増やします。 

                  【新規】 

16.5％ 

（2017 年度） 

33％ 

（2027 年度） 

13.庁内の男女共同

参画の推進 

◇役付職員に占める女性の割合を県内市町村平

均まで増やします。 

24.1％ 

（2017 年度） 

29％ 

（2027 年度） 

◇男性職員の育児休業取得率を高めます。 
13.2％ 

（2017 年度） 

15％ 

（2027 年度） 

14. 連携と協力に

よる推進体制の

整備 

◇戸田市男女共同参画推進条例を知っている人

の割合を増やします。        【新規】 

3.0％ 

（2017 年度） 

14％ 

（2027 年度） 

 

 

 

 

 

  

                                                 
13 労働力率…労働力状態「不詳」を除いた人口（日本では 15 歳以上）に対する労働力人口の比率です。労働力人口は就業者

に完全失業者を加えた人数で、15 歳以上で働いている人と働く意欲を持つ人がどれくらいいるのかを示すものです。 
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資料：統計とだ（各年1月1日現在）
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資料：統計とだ（各年１月１日現在）

※埼玉県は平成29年の数値

戸

田

市

第 3 章 男女共同参画に関する戸田市の現状 

 

１．人口と世帯の状況                             

 

本市の人口は、平成 25（2013）年 1 月 1 日現在では 128,171 人でしたが、平成

29（2017）年には 137,320 人となっており、年々増加し続けています。 

年齢３区分別人口をみると、15 歳未満（年少人口）、15～64 歳（生産年齢人口）、

65 歳以上（高齢者人口）のすべてにおいて増加しています。 

 

◆図１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分人口を構成比でみると、年少人口及び生産年齢人口の割合は年々減少して

います。一方、高齢者人口の割合は増加傾向にあります。埼玉県と比較すると、本市の

年少人口の割合は高く、高齢者人口の割合は低くなっています。 

 

◆図２ 年齢３区分人口割合の推移 
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世帯数をみると、平成 25（2013）年には 57,303 世帯であったのが、平成 29（2017）

年には 62,825 世帯と、9.6％増加しています。しかし、一世帯あたり人口は、平成 25

（2013）年には 2.24 人、平成 29（2017）年には 2.19 人と年々減少しつつありま

す。 

 

 

◆図３ 世帯数及び一世帯あたり人口の推移 
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資料：統計とだ（各年1月1日現在）
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６歳未満の子どものいる世帯数をみると、平成 22（2010）年から平成 27（2015）

年にかけて 12.8％増加しており、そのうち夫婦と子どもからなる世帯については

15.1％増加しています。 

18 歳未満の子どものいる世帯数は、平成 22（2010）年から平成 27（2015）年

にかけて 9.5％増加しており、そのうち夫婦と子どもからなる世帯については 13.2％増

加しています。 

一方、三世代世帯を含む他の親族世帯については、6 歳未満の子どものいる世帯では

平成 22（2010）年から平成 27（2015）年にかけて 15.0％減少しており、18 歳

未満の子どものいる世帯では 12.6％減少しています。 

 

 

◆図４ 子どものいる世帯数と増加率の推移 
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次に、様々な世帯類型における家事や育児等に関わる時間について、男女の傾向を比

較してみます。 

夫婦と子どものみの世帯で、夫と妻の共働き、６歳未満の子どもがいる世帯における

家事や育児等に関わる平均時間をみると、平成 28（2016）年度の埼玉県では、「買い

物」「育児」「介護・看護」「家事」の合計時間は妻が 432 分で夫が 94 分と、妻が家事

や育児等に関わっている時間は夫の 4.6 倍であることがわかります。平成 23（2011）

年度と比較してもあまり状況は変化していません。 

全国と比較すると、夫・妻ともに、家事や育児等に関わる時間が長いことがうかがえ

ます。 

ひとり親世帯で、６歳未満の子どもがいる世帯では、育児や買い物等に関わる時間は、

母子世帯・父子世帯ともにあまり違いはありません。共働き世帯の夫と比較すると、父

子世帯の父が家事や育児等に関わる時間は２倍以上となっています。 

 

◆図５ 家事や育児等に関わる時間（１日あたり平均時間） 

①夫婦と子どものみの世帯で、夫と妻の共働き、６歳未満の子どもがいる世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ひとり親世帯で、６歳未満の子どもがいる世帯 
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（ひとり親世帯の生活時間のデータは全国のみ）
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高齢者夫婦世帯をみると、子育て世代と比較して夫と妻ともに家事に関わる時間は短

くなっています。 

夫と妻の関わり方の違いをみると、平成 28（2016）年度の埼玉県では、「買い物」

「育児」「介護・看護」「家事」の合計時間は妻が 258 分で夫が 58 分となっていて、妻

が関わる時間は夫の 4.4 倍になっています。 

 

③高齢者夫婦世帯（夫が 65 歳以上、妻が 60 歳以上） 
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資料：埼玉県保健医療政策課

２．結婚・出産の状況                     

 

本市の年齢別未婚率の推移をみると、男性では 30 歳以降 44 歳までの年齢で未婚率

が下がっています。女性は 29 歳までは未婚率が上がっていますが、30 代では未婚率は

下がっています。 

一方、45～49 歳では、男女ともに未婚率が上がっており、生涯未婚率上昇の傾向が

うかがえます。 

 

◆図６ 年齢別未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計特殊出生率14をみると、本市は一貫して全国及び埼玉県の水準を上回っています。 

近年では、平成27（2015）年に1.71と一時的に高くなっていますが、平成24（2012）

年以降は、ほぼ 1.4 台後半で推移しています。平成 19（2007）年から平成 23（2011）

年にかけては、平成 22（2010）年を除いて、1.36 から 1.42 で推移してきたことと比

較すると、合計特殊出生率が徐々に高くなっている傾向がみられます。 

 

◆図７ 合計特殊出生率の推移 

 

 

  

                                                 
14 合計特殊出生率…15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出産率を合計したもので、1 人の女性が仮にその年次の年齢別出

生率で一生の間に子どもを産むとした場合の平均の子どもの数です。 
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資料：国勢調査（平成17年、22年、27年）※□付き数値は2015年、グラフ下の数値は2005年のもの。

３．就労の状況                     

 

本市の平成 27（2015）年の年齢別女性の労働力率をみると、育児等が忙しくなる

35～39 歳において一時落ち込むＭ字カーブ15を描いています。埼玉県や国でも 35～

39 歳で労働力率が落ち込む傾向は同じですが、本市の場合は、埼玉県や国よりもさら

に低い労働力率となっています。 

しかしながら、45～49 歳で埼玉県や国の労働力率を上回り、その後の年齢において

も本市の方が高い状態が続いています。 

 

◆図８ 年齢別女性の労働力率（平成 27（2015）年／戸田市・埼玉県・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17（2005）年から平成 27（2015）年にかけての本市における年齢別女性の

労働力率の推移をみると、いずれの年も育児等が忙しくなる 30 歳代で労働力率が一度

落ち込むＭ字カーブとなっています。しかし、平成 17（2005）年にＭ字カーブの谷で

あった労働力率（30～34 歳）が 56.8％であったのに対して、平成 27（2015）年に

は 65.3％（35～39 歳）と、Ｍ字カーブの谷は 10 年間で 8.5 ポイント上昇していま

す。また、その後の年齢においても労働力率が高い状態が続き、女性の労働力率の上昇

がうかがえます。 

 

◆図９ 年齢別女性の労働力率の推移（戸田市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ｍ字カーブ…女性の年齢別労働力率をみると、就学期を終えた 20 歳代に高くなり、結婚・出産期にあたる 30 歳代にか

けて一時低下し、その後 40 歳代に再び上昇します。グラフを描くとＭ字型のカーブになることからこう呼ばれます。 
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資料：国勢調査（平成27年）

本市の平成 27（2015）年の女性の管理的職業従事者について、本市は 15.78％、

全国は 16.41％、埼玉県は 14.23％となっており、全国よりは低く、埼玉県では 18

番目に高い割合です。 

なお、平成 22（2010）年と比較すると、1.93 ポイント高くなっています。 

 

◆図 10 女性の管理的職業従事者割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、15 歳以上の女性の労働力率と女性の管理的職業従事者割合について、本市と

近隣市、埼玉県及び全国で比較すると、本市の女性労働力率は 56.8％と高い割合となっ

ています。女性の管理的職業従事者割合も 15.78％と、埼玉県やほとんどの近隣市を上

回っています。 

 

◆図 11 女性の労働力率と管理的職業従事者割合 

（平成 27（2015）年：戸田市、近隣市、埼玉県及び全国） 
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％

女性の雇用者における正規・非正規割合についてみると、平成 9（1997）年には正

規・非正規割合はほぼ拮抗していましたが、年々、非正規雇用者割合が高くなっていき、

平成 24（2012）年には正規雇用者割合 37.3％、非正規雇用者割合 62.7％と、非正

規雇用者が正規雇用者を大きく上回っています。 

全国の傾向と比較してみると、非正規雇用者割合は埼玉県の方が高くなっています。 

また、非正規雇用者割合は男女ともに年々増加していますが、男性が 22.5％であるの

に対して、女性は 62.7％で、就業構造に男女で大きな違いがあることがうかがえます。 

 

 

◆図 12 女性の正規雇用・非正規雇用者割合の推移（全国・埼玉県・女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図 13 非正規雇用者割合の推移（埼玉県・男女） 
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※各年４月１日現在 資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」

４．あらゆる分野における男女の参画状況                     

 

次に、様々な分野における男女の参画状況をみていきます。 

 

図 14 は市議会議員数の総数における女性議員の割合ですが、平成 24（2012）年度

以降、本市の女性議員の割合は徐々に減少し、平成 28（2016）年度には 16.7％とな

っています。 

県内平均の女性議員割合は、20％前後でほぼ横ばい状況で、平成 28（2016）年度

の時点では、本市の割合が県内平均を下回っています。 

 

◆図 14 総議員数における女性議員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に町会長・自治会長に女性が占める割合は、本市では平成 24（2012）年度以降、

2.2％で推移してきましたが、平成 28（2016）年度には女性の町会長・自治会長は

0.0％で皆無となっています。 

４％台で推移する県内平均と比較すると、本市の町会長・自治会長に占める女性の割

合は低い割合となっています。 

 

◆図 15 町会長・自治会長に占める女性の割合 
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※各年４月１日現在 資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」

審議会等委員に占める女性委員の割合は、本市では平成 24（2012）年度には 23.0％

でしたが、平成 26（2014）年度以降は 30％前後で推移しており、県内平均よりも高

くなっています。 

 

◆図 16 審議会等委員に占める女性委員の割合 
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５．「第四次戸田市男女共同参画計画」策定以降の取り組みと今後の課題     

 

本市では、男女共同参画社会の実現を目指して「第四次戸田市男女共同参画計画」を

策定して、様々な施策に取り組んでまいりました。計画期間 10 年の間には、市民の意

識が変化するなどの成果が上がったものもあれば、設定した目標値に届かなかったもの

もあります。 

「第四次戸田市男女共同参画計画」の成果を振り返った上で、今後「第五次戸田市男

女共同参画計画」で取り組むべき課題をこの計画の目標ごとにみていきます。 

 

 

 

 

◆図 17 ＤＶ相談件数（延べ人員） 

DV 相談は、平成 23（2011）

年度からは福祉保健センターで行

われています。相談件数（延べ人

員）は近年急激に伸びており、平

成 29（2017）年度には延べ 155

件となっています。この背景には、

一人あたりの相談回数が増えてい

ることがあげられます。 

平成 29（2017）年度の市民意

識調査結果によると、約１割強の

女性が配偶者（パートナー）からのＤＶ被害にあっており、前回の市民意識調査と比較

して大きな変化がありません。DV 被害の根絶に向けて、今後も引き続き、DV 防止の

意識啓発、相談窓口の周知、被害者支援に取り組む必要があります。 

また、本市では、平成 29（2017）年 12 月に、埼玉県内初となる「犯罪被害者等基

本法」に基づく「戸田市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。今後は、この条例に

基づいて、被害者への支援を実施していきます。 

 

男女共同参画の意識啓発についてみると、市民意識調査結果では「男は仕事、女は家

庭」といった固定的な性別役割分担に同感しない市民の割合は 34.2％となっています。

計画の中間年である平成 25（2013）年度の調査時には 29.5％と、第四次計画策定時

よりも落ち込みましたが、平成 29（2017）年度には再び増加しました。しかし、目標

とする 50.0％を下回っており、この計画においても、固定的な性別役割分担意識を解消

する意識啓発を継続する必要があります。 

 

男女共同参画の推進拠点については、「戸田市男女共同参画センター『ビリーブ』」は

平成 27（2015）年に閉館し、その後「上戸田地域交流センター『あいパル』」に男女

共同参画推進の拠点機能を移転しました。 

目標Ⅰ お互いの人権を大切にできるまち 
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第四次計画策定時には、男女共同参画センターの認知度は 32.9％でしたが、平成 29

（2017）年度の市民意識調査では 16.5％に低下しています。これは、計画期間中に『ビ

リーブ』が閉館し、新たにオープンした『あいパル』に機能が移転したことが影響して

いると考えられます。今後は、『あいパル』の男女共同参画推進の機能の認知度を向上さ

せるとともに、複合施設としてのメリットを活かして、様々な視点による男女共同参画

推進のための取り組みを行っていきます。 

 

また、啓発のための情報として男女共同参画情報紙「つばさ」の発行に加えて、『あい

パル』の広報誌「PALDISE（パルダイス）」においても男女共同参画に関する記事を随

時掲載しており、意識啓発の媒体が増えました。 

 

◆表１ 第四次戸田市男女共同参画計画における目標値と成果 

 第四次計画 

策定時 

平成 25 

年度（中間） 

平成 29 

年度（最終） 
目標値 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的

な性別役割分担に同感しない市民の割合 
36.3％ 29.5％ 34.2％ 50.0％ 

男女共同参画センター「ビリーブ」（平成

27（2015）年度以降は「あいパル」）

を知っている人の割合 

32.9％ 27.1％ 16.5％ 80.0％ 

 

 

 

 

◆図 18 保育園受け入れ人数の推移 

仕事と生活の調和を実現するた

めには、長時間労働を改善するため

の働き方改革や、ワーク・ライフ・

バランスを受け入れる社会全体の

意識啓発が必要です。 

 

「ワーク・ライフ・バランス」と

いう言葉の内容まで知っている人の

割合は、前回の市民意識調査では

5.3％、平成 29（2017）年度の市

民意識調査では 18.2％と、認知度は上がってきています。しかし、第四次計画の目標値

50.0％をはるかに下回っており、今後も引き続き意識啓発を推進していく必要があります。 

 

また、市は、子育て支援や介護支援等の事業を推進し、仕事と生活の調和の実現を支

える役割を担っています。保育園受け入れ人数については毎年増加しており、平成 30

（2018）年度には平成 26（2014）年度の 2,282 人から 3,795 人に増加していま

す。（66.3％増）その結果、平成 28（2016）年度から 29（2017）年度にかけては、

待機児童数が 106 人から 83 人と、23 人減少しています。学童保育室の対象学年につ

目標Ⅱ 地域や家庭の暮らしを支えあえるまち 
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いては、目標値である「小学１～６年生」を達成しています。これらの取り組みは今後

も継続する必要があります。 

 

◆表２ 第四次戸田市男女共同参画計画における目標値と成果 

 平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 

年度 
目標値 

保育園の待機児童数 26 人 34 人 106 人 83 人 0 人 

学童保育室の対象 
小学１～４

年生 

小学１～6

年生 

小学１～6

年生 

小学１～6

年生 

小学１～6

年生 

 

 

 

 

政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため、第四次計画では審議会等委員に

占める女性の割合を 40.0％にすることを目標として掲げました。平成 26（2014）年

度以降、女性委員の割合がほぼ３割である状況が横ばいで続いていますが、目標値には

達成していません。また、女性がいない審議会の数についても、未選任の審議会等の数

に大きな変化はみられません。 

各審議会等の委員の選任方法を見直すなど、本市の政策・方針決定過程への女性の参

画の拡大に向けて、積極的な取り組みを推進する必要があります。 

 

◆表３ 第四次戸田市男女共同参画計画における目標値と成果（審議会関連） 

 平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 

年度 
目標値 

審議会等委員に占める女

性委員の割合 
30.8％ 30.0％ 29.3％ 27.6％ 40.0％ 

女性委員がいない審議会

等の数 
未選任 9 未選任 12 未選任 11 未選任 16 全て選任 

 

また、働く場における男女平等の推進について、男女雇用機会均等法16を名称だけでなく、

おおよその内容まで知っている人の割合を目標値として掲げました。平成 25（2013）年度

の市民意識調査では 16.6％でしたが、平成 29（2017）年度には 33.4％まで増加してい

ます。しかしながら、目標値の 50.0％を下回っており、今後も啓発活動が必要とされます。 

 

一方、再就職の支援講座開催数は、第四次計画策定時には２講座だったのが、平成 25

（2013）年度には 20 講座、平成 29（2017）年度には 22 講座と、目標値の 16 講座

以上に達しています。また、埼玉県女性キャリアセンター等と共催したり、起業セミナーを

開催したりと、開催方法や内容が多様になっており、市民の様々なニーズに対応しています。 

                                                 
16 男女雇用機会均等法…正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、昭和

60（1985）年に制定されました。その後の法改正によって、性別による差別禁止、職場のセクシュアル・ハラスメント防

止、妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とした不利益取り扱いの禁止、間接差別の禁止、ポジティブ・アクションの促

進などが定められています。平成 28（2016）年の改正法では、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取

扱いの防止措置の義務化が定められました。 

目標Ⅲ いきいきと活躍できるまち 
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※各年４月１日現在 資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」

◆表４ 第四次戸田市男女共同参画計画における目標値と成果 

 第四次計画 

策定時 

平成 25 

年度（中間） 

平成 29 

年度（最終） 
目標値 

男女雇用機会均等法の内容まで知ってい

る人の割合 
21.2％ 16.6％ 33.4％ 50.0％ 

再就職の支援講座開催数 2 20 22 16 以上 

 

生涯を通じた健康づくりについて、女性の健康診断・検診の受診率は、第四次計画策

定時 69.8％、平成 25（2013）年度 73.7％と伸び、平成 29（2017）年度には目

標値を達成しています。 

 

◆表５ 第四次戸田市男女共同参画計画における目標値と成果（生涯を通じた健康づくり） 

 第四次計画 

策定時 

平成 25 

年度（中間） 

平成 29 

年度（最終） 
目標値 

女性の健康診断・検診の受診率 69.8％ 73.7％ 80.1％ 80.0％以上 

 

 

 

 

 

◆図 19 役付職員に占める女性職員の割合の推移 

男女共同参画の推進体制について

は平成 28（2016）年に「戸田市男

女共同参画推進条例」を制定し、市

民、事業者、市が連携・協力して男

女共同参画社会の実現に向けて取り

組む環境づくりを推進しています。 

 

庁内の男女共同参画の推進につい

ては、「職員男女共同参画研修会」を

毎年実施するほか、女性職員を各種

研修機関へ派遣するなどして、職員の男女共同参画意識の向上、女性職員の人材育成等

に努めています。しかし、役付職員に占める女性職員の割合は未だ３割未満にとどまっ

ており、今後も積極的な取り組みが必要です。 

 

 

 

 

  

目標Ⅳ 連携と協力で取り組みを進めるまち 
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第４章 計画の内容について 

 

■第４章では、計画の内容として、「施策の方向」に沿って、計画の期間中に取り組む内容を示

しています。推進項目をわかりやすくするために、「◇」として具体的な事業を挙げました。 

■施策の内容欄の【新規】は、この計画から新たに掲載する事業を表しています。また、【再掲】

はこの計画内に２度以上出てくる事業に用いています。 

■担当課所欄は、各取り組みにおいて中心的な役割を担う課所を掲載しています。また、掲載

順は協働推進課、あいパル、その他の課所（組織順）で掲載しています。施設名の後ろに記

載している課名は、施設を管理している所管課を示しています。 

■この章では、男女共同参画の推進拠点である「上戸田地域交流センター」を愛称の「あいパ

ル」と表記します。 

 

 

 

目標 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お互いの人権を大切にできるまち Ⅰ 

(１)暴力を許さない意識の醸成  

(２)被害者への支援体制の充実 

(３)DV に関連するストーカー、児童虐待等に 

対する支援の充実 

施策の 

方向 

施策１．身近な人からの暴力被害の根絶 

(４)人権尊重に関する意識の醸成  

(５)性的マイノリティへの理解の促進 

(６)男女共同参画の啓発・意識改革 

(７)国際理解の推進による啓発・意識改革 

(８)メディアにおける人権の尊重 

施策の 

方向 

施策２．男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発 

＜戸田市 DV 防止基本計画＞ 

(９)学校や家庭での教育の充実 

(10)生涯学習の充実 

施策の 

方向 

施策３．男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 
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12.8 

6.7 

2.7 

1.6 

38.6 

3.4 

1.4 

7.0 

1.9 

28.7 

0 10 20 30 40

配偶者（パートナー）からDVを受けたことがある

恋人からDVを受けたことがある

配偶者（パートナー）にDVをしたことがある

恋人にDVをしたことがある

身近で見聞きしたことがある

女性(n=642)

男性(n=473)

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

 

 

 

 

 

平成 13（2001）年に「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（Ｄ

Ｖ防止法）」が施行されてから、配偶者やパートナーからの暴力は、被害者の心身を傷つ

けるばかりでなく、生活や人生、周囲の人間関係にまで影響を及ぼす、重大な人権侵害

であるということが広く知られてきました。 

平成 26（2014）年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の

一部を改正する法律（改正 DV 防止法）」が施行となり、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法律の適用対象とされました。 

市民意識調査によると、配偶者（パートナー）から DV を受けたことがある女性は１

割以上おり、また、身近で見聞きしたことがあるという人も相当数いることから、ＤＶ

は身近で頻繁に起こっている犯罪であるといえます。さらに、ＤＶ被害がある場合には、

子どもも暴力や不適切な養育などの被害を受けていることが多く、児童虐待への早急な

対応が迫られることが少なくありません。 

 

■図 20 パートナー間や恋人同士の間の暴力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策１ 身近な人からの暴力被害の根絶 
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14.9

13.5

15.9

5.8

8.5

13.2

25.5

19.7

19.5

8.9

0 20 40

全体(n=1,124)

男性(n=473)

女性(n=642)

20歳未満(n=103)

20～29歳(n=117)

30～39歳(n=114)

40～49歳(n=141)

50～59歳(n=173)

60～69歳(n=221)

70歳以上(n=247)

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

【性
別
】

【

年

齢

別

】

また、ＤＶ被害者への支援については、まずは相談窓口が入口といえますが、市で行って

いる DV 相談を知っている人の割合は 14.9％で、認知度は低い状況にあります。特に、若

い世代における認知度は大変低いといわざるをえません。まずは、各種相談窓口の周知・啓

発を最重要課題として、男性や若い世代も含めて広く認識されるような取り組みを推進して

いく必要があります。 

この計画では、ＤＶ防止基本計画を一体的に策定し、あわせて「戸田市犯罪被害者等

支援条例」に基づいてＤＶ被害者等への支援を行うとともに、暴力を許さない社会意識

の醸成に向けた取り組みを積極的に推進していきます。 

 

 

◆図 21 市の事業である『ＤＶ相談』の認知度 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

市内の全中学校で異性の尊重

について学ぶ機会をつくりま

す。 

校 

2 

（2017年度） 

校 

全 6 

（2027年度） 

異性の尊重について

教育を行った中学校

の数 

市内中学校の数を

目標値に設定 

 

ＤＶ相談を知っている人の割

合を増やします。 

 

％ 

14.9 

（2017年度） 

％ 

30 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、市の 

事 業 の 認 知 度 で

「DV 相談」を選択

した人の割合 

第四次計画の中間か

ら最終までの年間の

増加量（1.42％）か

ら算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

（１）暴力を許さない意識の醸成 

ＤＶの防止に向けて、啓発資料、講演会、イベント等の様々な方法による広報・啓発

活動を推進します。また、若い世代への啓発として、デート DV17の防止について伝える

取り組みを行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

1 
ＤＶ防止のための広

報・啓発活動の充実 

ＤＶの防止に向けて、講座の開催や情報提供を行い、

ＤＶに関する広報・啓発活動を充実します。 

【具体的な事業】 

◇各種啓発資料・イベント等による暴力防止の啓発

及び情報提供 

◇講演会・講座の開催による啓発 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

 

  

                                                 
17 デートＤＶ…家庭内ではなく、交際中のカップルの間で起こる暴力を「デート DV」といい、中・高校生や大学生も当事者

になる可能性があります。 

指 標 

施策の方向 
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（２）被害者への支援体制の充実 

ＤＶ被害者等への支援のために、ＤＶ相談の窓口の周知、相談体制の充実、被害者の

自立に向けた支援体制の充実を図ります。また、ＤＶ被害防止と被害者支援をより実効

的なものにするために、庁内各課及び関係各機関で連携した支援体制を構築します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

2 
ＤＶに関する相談の

充実 

ＤＶに関する相談体制の充実及び相談窓口の周知を図ります。 

【具体的な事業】 

◇ＤＶ相談の実施及び周知（男性被害者を含む） 

◇ＤＶ被害者の児童に対する支援（こども家庭相談

センターによる相談） 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

福祉保健センター 

こども家庭課 

3 
被害者の自立等に関

する支援体制の充実 

被害者が自立できるよう、様々な支援体制を提供します。 

【具体的な事業】 

◇被害者支援のための情報収集と提供 

◇専門職員（ボランティアを含む）の育成 

◇関係機関との連携による被害者保護 

◇被害者の自立支援事業 

◇子どもに対する支援の充実 

協働推進課 

生活支援課 

福祉保健センター 

こども家庭課 

まちづくり推進課 

4 
関係機関とのネット

ワークの構築 

本市において一体的にＤＶ被害者に対する支援を行

うため、庁内外を問わず関係機関におけるネットワ

ークの構築を行います。 

【具体的な事業】 

◇「戸田市犯罪被害者等支援庁内連絡会議」（ＤＶ対

策の庁内連絡機能を含む）の運営【新規】 

◇ワンストップ対応18による二次被害19の防止【新規】 

◇庁内外の関係機関との連携 

協働推進課 

防犯くらし交通課 

 

（３）ＤＶに関連するストーカー20、児童虐待等に対する支援の充実 

DV から派生することが多いストーカーや児童虐待等の防止に向けて、正しい知識の

提供を行うとともに、関係機関と連携して被害の防止及び被害者への支援を推進します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

5 
ＤＶに関連するストー

カー・児童虐待防止等

の推進 

ＤＶに関連して発生するストーカーや児童虐待等を

防止するため、啓発を行うとともに、関係機関との

連携を強化します。 

【具体的な事業】 

◇啓発紙の発行（既存の情報紙利用も含む） 

◇児童虐待の早期発見 

◇講座等の開催  

◇警察など関係機関との連携 

◇「戸田市犯罪被害者等支援庁内連絡会議」（ＤＶ対

策の庁内連絡機能を含む）の運営【新規】【再掲】 

協働推進課 

防犯くらし交通課 

福祉保健センター 

こども家庭課 

                                                 
18 ワンストップ対応…複数の場所や担当に分散していた窓口を一元化することによって、複雑な手続きを簡素にすることを

いいます。 
19 二次被害…被害者が、周囲から思い込みや偏見に基づく配慮のない言動をとられて傷ついたり、個人情報の漏えいなどから

転居を余儀なくされたり経済的困窮に陥る等の不利益を被ったりするなど、直接的被害の後から派生する様々な支障のこと

をいいます。また、支援機関が複数に分かれていると、被害者が被害経験を何度も話させられて精神的苦痛を感じるなどの

弊害が想定されます。 
20 ストーカー…恋愛感情などの感情やそれが満たされなかったことへの恨みなどの感情を充足する目的で、同一の者に対し

てつきまとい行為や名誉を棄損する行為等を繰り返し行う者を指します。平成 12（2000）年に「ストーカー行為等の規制

に関する法律」が施行となり、その後も何度か法改正して罰則の引上げ等を行っていますが、時に殺人等の深刻な被害につ

ながってしまうこともあります。 
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◆図 22 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について 

6.1 

7.6

5.1

26.4 

30.7

22.9

19.1 

16.1

21.7

15.1 

14.2

15.7

31.1 

28.3

33.3

2.0 

3.2

1.2

0 20 40 60 80 100

全体(n=1,124)

男性(n=473)

女性(n=642)

賛成 どちら かと いう と 賛成
どちら かと いう と 反対 反対
どちら と も いえない・ わから ない 無回答

（％）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

18.0 23.4 55.9 2.8 

0 20 40 60 80 100

ＬＧＢＴ

（主な性的少数者を表す言葉）

おおよその内容まで知っ ている 聞いたこ と がある 知ら ない 無回答

（％）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

 

 

 

 

 

近年、様々な分野で活躍する女性が増えてきていますが、人々の意識においては、男

女の役割分担を固定的にとらえる考え方が根強く残っています。 

市民意識調査の結果によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え

方に反対の意見を持つ人の割合は 34.2％で、平成 25（2013）年度に実施した調査結

果の 29.5％よりは増え

ています。しかし、目標

とする 50.0％を大き

く下回っています。 

こうした状況を踏ま

えて、固定的な性別役

割分担意識の解消に向

けて、引き続きあらゆ

る媒体や機会を通じて、

啓発活動を積極的に推

進していく必要があり

ます。 

また、ＬＧＢＴなど性的マイノリティ21の人々は、周囲の偏見や理解不足、社会にお

ける習慣や制度等における不備などから、様々な困難に直面することが少なくありませ

ん。 

◆図 23 『LGBT』という用語の認知度 

 

 

 

  

                                                 
21 性的マイノリティ…同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、または性同一性障がいの人など、性的指向や性自

認において少数者である人々のことをいいます。 

現状と課題 

施策２ 男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発 
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平成 28（2016）年から施行されている「戸田市男女共同参画推進条例」では、性別、

性的指向、性自認による差別的な取扱いは禁止され、誰もが個人として尊重され、社会

のあらゆる分野における参画の機会が保障されています。性別や性的指向、性自認がど

うであっても、生きづらいと感じることがないよう、多様な性に関する理解を促進する

ための啓発を行い、正しい情報を提供する必要があります。また、行政対応等において

も性的マイノリティの人々に配慮した体制を整備することが重要です。 

 

 

 

 

指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

「男は仕事、女は家庭」といっ

た固定的な性別役割分担に同感

しない市民の割合を増やしま

す。 

％ 

34.2 

（2017年度） 

％ 

44 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、「夫は外で働

き、妻は家庭を守る

べきである」という

考え方に対し、「どち

らかと言えば反対」

もしくは「反対」と

回答した人の割合 

第四次計画の中間か

ら最終までの年間増

加量（0.94％）から

算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

新規 

ＬＧＢＴの内容まで知っている

人の割合を増やします。 

 

％ 

18.0 

（2017年度） 

％ 

38 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、用語の認知

度で「LGBT」とい

う言葉について「お

およその内容まで知

っている」と回答し

た人の割合 

年間増加量を 2％

として算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

（４）人権尊重に関する意識の醸成 

性別等による差別や人権侵害による不利益を被ることがないよう、差別を防止する意

識啓発を推進し、人権を守るための相談窓口の充実を図ります。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

6 
差別を防止する意識啓

発の推進と相談業務の

充実 

性別等による差別や人権侵害が起こらないよう、広

く啓発を行います。 

【具体的な事業】 

◇女性に対する人権侵害の防止に関する啓発【新規】 

◇人権に関する講演会・研修の開催 

◇人権相談の実施 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

庶務課 

防犯くらし交通課 

生涯学習課 

 

  

指 標 

施策の方向 
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（５）性的マイノリティへの理解の促進 

性的マイノリティに関する正しい情報を発信し、社会全体における理解が広がるよう

に、積極的な意識啓発を推進します。また、学校教育の現場や行政対応における支援体

制の充実を図ります。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

7 
性的マイノリティに関

する意識啓発と支援の

充実 

性的指向や性自認によって生きづらい環境が生じな

いよう、ＬＧＢＴ等の性的マイノリティに関する理

解促進のための啓発を行うとともに、学校教育や行

政対応における支援体制を整備します。 

【具体的な事業】 

◇ＬＧＢＴ等の性的マイノリティへの理解促進のた

めの講座の検討・実施【新規】 

◇職員研修の検討・実施【新規】 

◇学校教育におけるＬＧＢＴ等の性的マイノリティ

の児童生徒への支援の充実【新規】 

◇申請書類や公的証明書類における性別記載欄の見

直し【新規】 

◇市の施策における性的マイノリティへの配慮に関

する検討・実施【新規】 

 

協働推進課 

庶務課 

人事課 

教育政策室 

 

（６）男女共同参画の啓発・意識改革 

市民一人ひとりが男女共同参画に関する正しい知識を得られるよう、講演会や広報紙

など様々な媒体を活用して、広報・啓発活動を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

8 
多様な媒体を活用した

広報・啓発活動の推進 

「広報戸田市」への男女共同参画に関する情報の掲

載や男女共同参画情報紙「つばさ」の発行、パンフ

レット・啓発冊子の発行などを通じて男女共同参画

に関する意識啓発を図ります。 

【具体的な事業】 

◇「広報戸田市」による啓発 

◇男女共同参画情報紙「つばさ」の発行 

◇パンフレット・啓発冊子の発行 

◇あいパルホームページによる啓発 

◇男女共同参画関連書籍の展示及び貸出 

◇あいパル広報誌「PALDISE（ぱるだいす）」の発行

による啓発【新規】 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

政策秘書室 

図書館（生涯学習課） 

9 
男女共同参画に関する

講演会・講座等の開催 

男女共同参画に関する各種講演会、講座等の開催を

通じ、男女共同参画に関する意識開発を図ります。 

【具体的な事業】 

◇講演会・セミナー・パネル展等の開催による啓発 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 
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（７）国際理解の推進による啓発・意識改革 

男女共同参画の視点に立った国際的な取り組みに関する情報を収集し、提供します。また、

多文化共生22を推進する上で、国際理解を深めるための取り組みを積極的に進めます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

10 
男女共同参画に関する

世界の取り組みに関す

る啓発の推進 

広く男女共同参画に関する理解、推進を図るため、

男女共同参画の視点に立った国際的な取り組みに関

する情報の収集や提供を行います。 

【具体的な事業】 

◇女性問題に対する海外の資料収集・提供による啓

発 

◇国際的な取り組み（女子差別撤廃条約23等）の啓発 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

図書館（生涯学習課） 

11 
国際理解・交流活動の

推進 

多文化共生の推進の中で、男女共同参画に関する国

際理解を深めるための講座や交流事業を活発に行い

ます。 

【具体的な事業】 

◇在住外国人支援事業の推進【新規】 

協働推進課 

 

（８）メディアにおける人権の尊重 

市の発行物等において、男女共同参画の視点に立った表現を使用するよう努めます。 

また、メディアから発信される固定的な性別役割分担意識や不正確な情報に左右され

ることなく、市民が情報を正しく読み取り、主体的に判断できるように、メディア・リ

テラシー24に関する啓発を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

12 
市の発行物等における

表現の留意 

市の発行物等において、男女共同参画の視点に立っ

た表現を使用するよう努めます。 

【具体的な事業】 

◇埼玉県発行「男女共同参画の視点から考える表現

ガイド」の活用【新規】 

協働推進課 

政策秘書室 

13 
メディアを正しく読み

取る力の養成 

市民がメディアに対して、固定的な性別役割分担意

識や不正確な情報などに左右されることなく主体的

な判断ができるよう、学校をはじめ生涯学習の場に

おいてメディア・リテラシーに関する啓発を行うと

ともに、学習機会を提供します。 

【具体的な事業】 

◇メディア・リテラシーに関する啓発 

◇学校におけるメディア・リテラシーの取り組み 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

教育政策室 

  

                                                 
22 多文化共生…国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会

の構成員として共に生きていくことをいいます。 
23 女子差別撤廃条約…正式には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」といい、昭和 54（1979）年に

国連総会で採択された条約です。政治的、経済的、社会的、その他あらゆる分野における女性差別の撤廃と、性別役割分業

に基づく差別的慣習、慣行を廃止するための措置をとることが規定されています。日本では昭和 60（1985）年に批准しま

した。 

24メディア・リテラシー…メディアからの情報を無意識に受け取るのではなく、その内容の背景や社会的な課題などについ

て読み解く力や、あふれる情報を適切に選択し、使いこなす力のことをいいます。また、情報を受け取るだけではなく、メ

ディアを使って発信する力のこともいいます。 
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55.9 

33.2 

26.9 

25.5 

16.5 

17.1 

9.8 

8.3 

5.5 

1.2 

12.6 

52.9 

35.9 

25.2 

20.9 

23.0 

17.1 

9.9 

9.1 

6.6 

2.5 

14.4 

0 20 40 60

性別に関わりなく、能力や適性を重視した

進路指導、生活指導を行う

「男女平等」の意識を育てる授業をする

DVやデートＤＶのような、親しい間柄

での暴力を防止するための啓発

性に関する適切な指導の実施

教員に対して、男女共同参画意識

向上のための研修を行う

LGBT等、性的マイノリティに関する教育

教員の男女比を同率になるようにしていく

校長や教頭に女性を増やしていく

出席簿・座席・名簿など、

男女を分ける習慣をなくす

その他

特にない

女性(n=642)

男性(n=473)

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

 

 

 

 

 

男女共同参画社会実現のためには、一人ひとりが男女共同参画の意識を持ち、あらゆ

る場で男女共同参画の視点に立った行動をすることが大切です。そのためには、男女共

同参画に関する正しい知識を学習する機会が必要です。 

一人ひとりの男女共同参画の意識の形成には、人生の早い時期において学習したこと

や経験が大きく影響します。特に、小中学校における教育は、男女共同参画の意識を育

むにあたって大きな役割を持っています。 

市民意識調査の結果をみると、小中学校で特に力を入れてほしいことは、「性別にかか

わりなく、能力や適性を重視した進路指導、生活指導を行う」の回答が最も多く、次い

で「『男女平等』の意識を育てる授業をする」となっており、性別の違いではなく、児童

生徒の個性を重視した教育が望まれています。 

さらに、学校教育に加えて家庭教育も児童生徒への影響が大きいことから、家庭教育

の重要性についても啓発する必要があります。 

また、社会や職場等の様々な場において、一人ひとりがその能力と意思に基づいて活

躍できるように、学校教育だけでなく、生涯を通じて学習する機会を得られるような環

境整備が必要です。 

 

◆図 24 小中学校で特に力を入れてほしいこと 

   

現状と課題 

施策３ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

市内の全小学校で男女共同参画

の大切さを学ぶ機会をつくりま

す。 

 

校 

7 

（2017年度） 

校 

全 12 

（2027年度） 

男女共同参画の大切

さについて教育を行

った小学校の数 

市内小学校の数を

目標値に設定 

 

 

 

 

（９）学校や家庭での教育の充実 

学校や家庭において、性別にかかわりなく一人ひとりの個性を伸ばせる教育の充実を

図ります。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

14 
男女共同参画の視点に

立った教育の充実 

学校において、人権の尊重、男女の平等などに視点

をおいた教育を行います。また、性別に関わらず個々

の児童・生徒の能力や適性を重視した進路指導・キ

ャリア教育を実施します。 

【具体的な事業】 

◇男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

◇男女共同参画の視点に立った生活・進路指導の実

施 

◇学校における性に関する指導の充実 

◇戸田市男女共同参画推進条例パンフレット等によ

る啓発【新規】 

 

協働推進課 

教育政策室 

15 教職員への研修の充実 

男女共同参画を推進する教育の充実に向けて、教職

員等に対する研修を積極的に行います。 

【具体的な事業】 

◇教職員等の研修の実施 

 

教育政策室 

16 
家庭教育での取り組み

の充実 

家庭における男女共同参画を推進するため、保護者

を対象に家庭教育に関する学習機会の提供を行いま

す。 

【具体的な事業】 

◇家庭教育学級の充実 

◇戸田市男女共同参画推進条例パンフレット等によ

る啓発【新規】【再掲】 

 

協働推進課 

生涯学習課 

 

  

指 標 

施策の方向 
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（10）生涯学習の充実 

市民が生涯にわたって男女共同参画に関する学習を行える機会を提供するとともに、

それぞれの能力と意思に応じてあらゆる分野に参画できるよう、生涯学習の充実を図り

ます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

17 
生涯にわたる学習機会

の充実 

各種講座、教室等において男女共同参画の視点に立

った学習を推進するとともに、託児室の設置を行い、

受講環境を充実します。 

【具体的な事業】 

◇戸田市まちづくり出前講座メニュー表への掲載 

◇男女共同参画の視点に立った講座の企画・運営 

◇人権に関する講演会・研修の開催【再掲】 

◇講座等への託児室の設置【再掲】 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

生涯学習課 

18 

生涯学習関連施設にお

ける男女共同参画の視

点に立った学習機会の

提供 

公民館等の生涯学習関連施設において、男女共同参

画につながる学習機会の充実を図ります。 

【具体的な事業】 

◇生涯学習関連施設における男女共同参画の視点に

立った学習機会の提供 

 

生涯学習課 
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目標 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域や家庭の暮らしを支えあえるまち Ⅱ 

(14)家庭生活との両立をめざす職場づくり 

(15)男女の家事・育児への共同参画支援 

施策の 

方向 

施策 6．ワーク・ライフ・バランスの推進 

(16)子育て支援の充実 

(17)介護を支援する体制の整備 

施策の 

方向 

施策 7．子育てや介護を支援する体制の整備 

＜戸田市女性活躍推進計画＞ 

(11)地域・社会活動への参画促進と環境づくり 
施策の 

方向 

施策 4．地域活動における男女共同参画の推進 

(12)地域防災における男女共同参画の推進 

(13)地域防犯における男女共同参画の推進 

施策の 

方向 

施策 5．防災及び防犯における男女共同参画の推進 
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30.5 

24.5 

15.3 

7.9 

8.6 

5.8 

1.6 

2.0 

0.9 

44.5 

24.5 

20.7 

3.4 

12.9 

5.3 

4.2 

7.2 

3.8 

0.2 

52.2 

0 20 40 60

町会や自治会などの地域活動

趣味や文化・教養、スポーツ

などのサークル活動

保育園・幼稚園の保護者会、

学校のPTAや子ども会の活動

市民活動やボランティア活動

市で実施する講座等への参加

地域の仲間同士が集まって

行う勉強会や研修会

消防団や自主防災活動

自治体の審議会等の委員

その他

参加していない

女性(n=642)

男性(n=473)

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

 

 

 

 

 

近年の少子高齢化や核家族化の進行などの環境の変化を背景に、地域コミュニティの

重要性がますます高まっています。 

市民意識調査結果から本市における地域活動への参加経験をみると、「町会や自治会な

どの地域活動」や「趣味や文化・教養、スポーツなどのサークル活動」、「保育園・幼稚

園の保護者会、学校の PTA や子ども会の活動」、「市で実施する講座等への参加」、「地

域の仲間同士が集まって行う勉強会や研修会」などの多くの活動では、男性よりも女性

の参加率が高いという傾向がみられます。 

一方、「町会や自治会などの地域活動」は女性の参加率が高いにもかかわらず、本市で

は女性の町会長・自治会長が非常に少ないという現状があります。 

今後、地域活動において男女共同参画を進めて、活動の活性化を図るためには、地域

においてリーダーの役割を担う女性の人材を育成していく必要があります。同時に、地

域活動における固定的性別役割分担意識の解消にも努める必要があります。 

また、地域活動等に「参加していない」男性が 52.2％、女性が 44.5％と、それぞれ

ほぼ半数を占めている現状を鑑み、より多くの人が参画できるように活動の開催日時や

運営方法等を工夫することも必要です。 

 

◆図 25 地域活動等への参加経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策４ 地域活動における男女共同参画の推進 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

地域活動に参加している人の割

合を増やします。 

％ 

52.4 

（2017年度） 

％ 

63 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、過去１年間

で地域活動等に「参

加していない」と回

答していない人の割

合 

年間増加量を 1％

として算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

（11）地域・社会活動への参画促進と環境づくり 

男女がともに地域とのつながりの中で充実した生活がおくれるよう、地域活動に積極

的に参画できる環境づくりを進めます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

19 
町会・自治会等への男

女共同参画の促進 

町会・自治会等における男女共同参画を促進します。 

【具体的な事業】 

◇町会・自治会等における男女共同参画推進の啓発 

◇町会・自治会等に向けての女性役員登用の啓発の

検討･実施【新規】 

 

協働推進課 

20 
ボランティア活動・自

主活動への活動支援 

男女がともに様々なボランティアや自主活動をでき

る場所を提供し、活動の促進を図ります。 

【具体的な事業】 

◇戸田市ボランティア・市民活動支援センターで実

施する講座等への参加促進 

◇市民のボランティア活動・自主活動への参加促進 

◇戸田市生涯学習人材バンク事業の実施 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

生涯学習課 

公民館（生涯学習課） 

 

  

指 標 

施策の方向 
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93.5 

85.2 

66.4 

14.6 

13.6 

0.8 

0.0 

0.2 

0 20 40 60 80 100

衛生環境の整備（トイレ、お風呂等）

避難所の設置・運営体制

（授乳室、女性用の洗濯物干し場の設置等）

衛生用品、医薬品の備えや供給体制

救援医療体制

被災者に対する相談受付体制

その他

わからない

無回答

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

(n=850)

 

 

 

 

 

近年のわが国では、東日本大震災や熊本地震をはじめとする地震災害や、西日本各地

における豪雨災害など、毎年のように大きな災害が発生しています。そういった中で広

く認識されつつあるのは、備蓄や避難所運営や復興段階において、女性への配慮や男女

共同参画の視点が必要であるということです。 

市民意識調査の結果では、性別に配慮して取り組む必要がある防災・災害復興対策は、

「衛生環境の整備（トイレ、お風呂等）」や「避難所の設置・運営体制（授乳室、女性用

の洗濯物干し場の設置等）」などの回答率が極めて高くなっています。主に避難所におけ

る配慮への要望が高くなっていますが、こうした要望に応えるためにも、平時から災害

に備えて、男女双方の視点に立ちながら準備をしておく必要があります。 

また、防犯についてみると、身近な犯罪を防ぐためには、警察や行政だけでなく、地

域における防犯活動も重要な役割を持っています。女性は犯罪被害者となることが少な

くないことから、防犯活動においても女性の視点を取り入れて、男女共同参画で推進し

ていく必要があります。 

 

◆図 26 性別に配慮して取り組む必要がある防災・災害復興対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策５ 防災及び防犯における男女共同参画の推進 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

防災・災害復興対策におい

て、性別に配慮した対応が必

要であると思う人の割合を

増やします。 

 

％ 

75.6 

（2017年度） 

％ 

86 

（2027年度） 

『市民意識調査』におい

て、性別に配慮した防

災・災害復興対策の「必

要がある」もしくは「ど

ちらかといえば必要が

ある」と回答した人の割

合 

年間増加量を 1％

として算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

（12）地域防災における男女共同参画の推進 

地域の防災力を高めるにあたって女性の視点を反映させるとともに、防災活動や避難

活動等における男女共同参画を推進します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

21 
防災体制の整備におけ

る男女共同参画の推進 

防災体制を整備するにあたり、男女共同参画を推進

するとともに、地域防災力を高めます。 

【具体的な事業】 

◇自主防災組織への女性の参画促進 

◇性別ごとのニーズに対応した防災対策の推進 

◇戸田市防災士資格取得支援補助事業 

◇女性に配慮した避難所利用の検討【新規】 

危機管理防災課 

22 
避難及び復興における

女性への配慮の充実 

災害発生後の避難所運営及び復興の過程において、

女性が安全で快適な避難生活を享受でき、権利を侵

害されることがないよう、支援の充実を図ります。 

【具体的な事業】 

◇避難所指定施設への女性職員の配置【新規】 

危機管理防災課 

 

（13）地域防犯における男女共同参画の推進 

出前講座等による情報の周知によって市民の防犯意識を高めるとともに、地域防犯活

動における男女共同参画を推進します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

23 
地域防犯の分野におけ

る男女共同参画の推進 

防犯の分野における男女共同参画を推進し、地域に

おける防犯体制の強化を促進します。 

【具体的な事業】 

◇女性による防犯パトロールへの支援 

◇自主防犯組織への女性の参画促進 

◇出前講座・防犯情報の周知 

防犯くらし交通課 

  

指 標 

施策の方向 
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28.0 

1.9 

2.3 

8.6 

6.6 

9.5 

16.4 

7.8 

3.3 

10.3 

23.6 

9.2 

10.3 

41.9 

9.4 

10.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

現実

(n=639)

希望

(n=639)

仕事を優先 自分の活動を優先

家庭生活を優先 仕事と 自分の活動を優先

自分の活動と 家庭生活を優先 仕事と 家庭生活を優先

仕事と 自分の活動と 家庭生活をバラ ンス良く 重視 無回答

（％）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

 

 

 

 

 

市民意識調査結果によると、ワーク・ライフ・バランスについての希望は、仕事と自

分の活動と家庭生活をバランスよく重視したい人が約４割を占めているにもかかわらず、

現実では仕事を優先という人が約３割と最も多い結果となっています。 

このように、仕事と生活の調和に関しては、仕事に優先度が傾きがちな傾向がみられ、

長時間労働が慣例化したわが国の労働環境の影響がうかがえます。また、「男は仕事、女

は家庭」というような固定的な性別役割分担意識が社会に根強く残っているため、育児

休業取得率は女性が 8 割以上であるのに対して、男性は 3.16％（厚生労働省「平成 28

年度雇用均等基本調査」）に留まっていたり、女性よりも男性労働者の方が長時間労働を

余儀なくされている傾向がみられます。 

少子高齢化が進み、世帯人員も減少している中で、これまでと同様の経済活動を維持

し、次世代の子ども達を育てていくためには、男女を問わず仕事と家庭生活に参画して

いく必要があります。そのためには、ワーク・ライフ・バランスの重要性を企業の経営

者が理解することは必要不可欠ですが、社会全体でもその重要性について共通の認識を

有することが大切です。 

 

◆図 27 ワーク・ライフ・バランスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの内容まで知っ

ている人の割合を増

やします。 

％ 

18.2 

（2017年度） 

％ 

44 

（2027年度） 

『市民意識調査』において、用

語の認知度で「ワーク・ライ

フ・バランス」という言葉につ

いて「おおよその内容まで知っ

ている」と回答した人の割合 

第四次計画の中間から

最終までの年間増加量

（2.58％）から算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

ワーク・ライフ・バラ

ンスを実感している人

の割合を増やします。 

％ 

10.3 

（2017年度） 

％ 

21 

（2027年度） 

『市民意識調査』において、家

庭生活の考え方に関して、＜現

実＞で「仕事と自分の活動と家

庭生活をバランス良く重視」と

回答した人の割合 

年間増加量を 1％

として算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

（14）家庭生活との両立をめざす職場づくり 

男女の労働者がともに仕事と家庭生活を両立できるように、ワーク・ライフ・バラン

ス実現や労働時間短縮に向けた啓発や、多様な就労形態の普及を企業に働きかけます。 

 

No 具体的取り組

み 

施策の内容 担当課所 

24 
仕事と家庭生活

が両立できる職

場づくりの促進 

職場において、ワーク・ライフ・バランスが推進されるよ

う、仕事と家庭生活が両立しやすい環境づくりを企業に働

きかけます。 

【具体的な事業】 

◇育児・介護休業法25の普及・啓発 

◇家庭生活との両立をめざす職場づくりの啓発 

◇ワーク・ライフ・バランスの周知 

◇労働時間短縮に向けての啓発 

◇多様な就労形態の普及・啓発 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

経済政策課 

 

（15）男女の家事・育児への共同参画支援 

固定的な性別役割分担の解消を図り、男女がともに家事・育児に参画することによって、

生涯を通じて充実した生活をおくることができるよう、意識啓発等の支援を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

25 
男女の家事・育児協力

体制構築の促進 

家庭生活における男女共同参画を促進するため、意

識啓発や講座等を開催します。 

【具体的な事業】 

◇男女の家事・育児の協力体制の促進に関する情報収

集・提供 

◇男女の家事・育児協力を促進する講座の開催 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

福祉保健センター 

                                                 
25 育児・介護休業法…平成 3（1991）年に育児休業法が成立し、平成 7（1995）年に育児・介護休業法として改正され

ました。男女の労働者に対し、満１歳未満の子の養育のための休業や、常時介護を必要とする親族のための３か月未満の休

業を認めるものです。その後、何回かの法改正により、対象労働者の拡大、育児休業期間の延長（最長２年まで）、介護休業

の取得回数制限の緩和、子の看護休業制度の創設等がなされました。 

指 標 

施策の方向 
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48.6 

42.7 

31.9 

29.6 

19.5 

17.3 

16.6 

15.2 

14.2 

11.8 

0 20 40 60

高齢者や障がいのある人の介護制度の充実

保育所・学童保育室の充実

家庭における子育て支援の充実

暴力を受けた場合のシェルター（避難所）の設置

「DV被害者等に対する相談」の充実やDV防止の啓発

ワーク・ライフ・バランスの推進

職業訓練・職業相談

女性の起業や就職支援の充実

男女共同参画の視点に立った教育の推進

男女共同参画の視点に立った政策等の立案・決定

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）(n=1,124)

 

 

 

 

 

市民意識調査結果によると、男女共同参画社会の実現に向けて市に特に力を入れてほ

しい施策は、多い順に、「高齢者や障がいのある人の介護制度の充実」、「保育所・学童保

育の充実」、「家庭における子育て支援の充実」となっており、介護の充実、子育ての支

援などの施策への期待は高いものとなっています。 

核家族化の進行や人間関係の希薄化によって、家庭や地域における子育て支援機能の

低下が問題となっています。本市の女性の年齢別労働力率は、子育てや家事に忙しくな

る 35～39 歳で一度落ち込みますが、その割合は埼玉県や全国よりも低い数値となって

おり、子育て期における女性の離職が多いことがうかがえます。また、介護と仕事の両

立が困難なために起こる介護離職の問題も広く認識されつつあります。こうした状況を

背景に、家族だけで子育てや介護を担うのではなく、社会的に子育てや介護を支援する

体制の充実が必要といえます。 

本市では、各種保育サービスや地域における子育て支援をより一層充実させるととも

に、地域包括ケアシステム26の構築を進めながら、介護の社会的支援の充実を図ってい

きます。 

 

◆図 28 市に特に力を入れてほしい施策（上位 10 項目） 

 

  

                                                 
26 地域包括ケアシステム…重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで

続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのことをいいま

す。 

現状と課題 

施策７ 子育てや介護を支援する体制の整備 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

保育園の受け入れ人数を

増やします。 

人 

3,795 

（2018年度） 

人 

4,200 

（2028年度） 

市の認可保育園

における受け入

れ人数 

「埼玉県子育て安心プラ

ン実施計画」の目標値を

基に設定。（年間２園ずつ

整備。2021 年度に利用

定員 4,264 人、待機児童

数 0 人） 

新規 

介護予防のための TODA

元気体操を行う通いの場

を増やします。 

箇所 

18 

（2018年度） 

箇所 

48 

（2028年度） 

TODA 元気体操

を行う通いの場

の数 

戸田市地域包括ケア計画

の目標（年間 3 箇所ずつ

開設）を基に設定 

 

 

 

 

（16）子育て支援の充実 

男女が安心して子どもを生み育て、仕事と育児・家事等を両立して充実した生活をお

くれるように、各種保育サービスの提供や地域における子育て支援の体制整備など、子

育て世帯への様々な支援を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

26 
各種保育サービスの充

実 

充実した家庭生活を実現し、誰もが活躍できる社会

とするため、様々な子育て支援サービスを提供しま

す。 

【具体的な事業】 

◇各種保育事業の充実 

◇子育て支援センター事業 

◇学童保育室の運営 

◇放課後子ども教室の充実 

◇子どもの一時預かり事業 

 

こども家庭課 

保育幼稚園室 

児童青少年課 

27 
地域で支える子育て環

境の整備 

男女が安心して子どもを生み育て、仕事と育児・家事

等と両立を可能とするために、関係機関と連携し、地

域における子育て支援を充実します。 

【具体的な事業】 

◇子育て支援に関する講演会・講座の開催 

◇講座等への託児室の設置 

◇産前産後支援ヘルプサービス事業の実施 

◇ファミリー・サポート・センター27事業の実施 

◇子育て交流会の実施 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

こども家庭課 

保育幼稚園室 

                                                 
27 ファミリー・サポート・センター…地域において子育ての援助をしたい人（協力会員）と援助を受けたい人（依頼会員）

からなる、子育ての相互援助活動を行う会員制の組織です。協力会員は依頼会員の要望に応じて、子どもを預かる、保育施

設への送り迎えをするなどの援助活動を行います。 

指 標 

施策の方向 
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No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

28 
ひとり親家庭への支援

の充実 

ひとり親家庭には社会的・経済的立場が弱い母子家

庭が多いことから、生活の安定と子どもの健全な育

成を図るため、各種事業の実施、各種手当等を支給

します。 

【具体的な事業】 

◇ひとり親家庭への経済的支援の充実 

◇ひとり親家庭への相談体制の充実 

◇ひとり親家庭の自立支援のための事業の実施 

 

こども家庭課 

 

（17）介護を支援する体制の整備 

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で充実した生活をおくることはもとより、その介

護者や介助者の負担軽減のための支援を行うことによって、誰もが活躍できる社会の実

現を図ります。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

29 
高齢者と介護者を支援

するサービスの充実 

高齢者が充実した生活をおくれるだけでなく、介護

者の負担を軽減することで誰もが活躍できる社会と

するために、健康づくりや生活支援などの各種サー

ビスの充実を図ります。 

【具体的な事業】 

◇高齢者相談介護予防・生活支援事業の実施 

◇地域包括支援センター28事業の実施 

◇在宅福祉・施設利用サービスの充実 

 

長寿介護課 

30 
障がい者と介助者を支

援するサービスの充実 

障がい者がいきいきと生活できるだけでなく、介助

者の負担を軽減することで誰もが活躍できる社会と

するために、各種サービスの充実と社会参画活動へ

の参加を促進します。 

【具体的な事業】 

◇在宅福祉・施設利用サービスの充実 

◇障がい者相談体制の整備 

◇障がい者団体等への活動支援 

◇障がい者を対象にした講座等の開催 

 

障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
28 地域包括支援センター…高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、地域の高齢者の総合相談、権利

擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援

することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。本市には４か所あります。 
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目標 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いきいきと活躍できるまち Ⅲ

(22)審議会等における男女共同参画の促進 

(23)女性の人材発掘とリーダー育成 

施策の 

方向 

施策 10．政策・方針決定過程への男女共同参画の促進 

(18)雇用の場及び自営業等における男女共同参

画の推進  

(19)セクシュアル・ハラスメント等に対する 

取り組みの充実 

施策の 

方向 

施策８．働く場における男女共同参画の推進 

＜戸田市女性活躍推進計画＞ 

(20)職業能力開発のための支援 

(21)女性の再就職、起業の支援 

施策の 

方向 

施策９．女性の就業・起業の支援 

(24)性を尊重する意識啓発と性に関する指導の

充実  

(25)女性の健康管理の充実 

(26)男女ともにライフサイクルに沿った健康づくり 

施策の 

方向 

施策 11．生涯を通じた健康づくりへの支援 
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16.3 

8.3 

7.8 

7.4 

6.6 

3.1 

2.2 

2.0 

1.7 

1.7 

1.1 

1.4 

58.1 

13.1 

0 20 40 60

年齢や容姿、身体的特徴について話題にする

（うちの）「男の子、女の子」「おじさん、おばさん」といった呼び方をする

私生活に関わることについて必要以上に質問する、話題にする

性的な話をする、質問をする

「男のくせに」「女のくせに」などと発言する

酒席等でお酌やデュエット、席の指定を強要する

戦略的に異性を取引先の担当者や接遇・接待要員にする

必要以上に身体にさわる

水着やヌード写真・雑誌等を職場で見る

執拗に交際を求める

性的関係を求める、迫る

その他

上記のような行為はなかった

無回答

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）(n=1,124)

 

 

 

 

 

「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」などの法律が施行されて以降、男女

の労働者がともに働き続けるための環境整備は進んでいますが、現在においても賃金や

昇進・昇格、就業形態など、機会や待遇における明確な男女間格差が存在しています。 

こうした状況の中で、平成 27（2015）年に「女性活躍推進法」が施行となり、女性

が職場で活躍できる環境整備を促進し、管理職など指導的地位にある女性の割合を増や

す取り組みを積極的に推進することが必要とされています。 

一方、何度かの「男女雇用機会均等法」の改正によって、セクシュアル・ハラスメン

トやマタニティ・ハラスメント29などが禁止されるようになりましたが、現実にはその

ようなハラスメント行為はなくなっていません。こうしたハラスメント行為の被害者に

女性が多い背景には、職場における男女間の地位の格差があります。 

労働者が性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮していきいきと働けるように、

男女の雇用における機会の均等化を図り、様々なハラスメント行為が根絶されるような

取り組みが必要です。 

◆図 29 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
29 マタニティ・ハラスメント…職場において、妊娠・出産・子育てをきっかけとして嫌がらせや不利益な取り扱いが行わ

れることを指します。法制度上では、平成 29（2017）年以降、すべての職場においてマタニティ・ハラスメントを防止す

る措置の実施が義務付けられています。 

現状と課題 

施策８ 働く場における男女共同参画の推進 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

職場における男女の地位が平等

だと感じる人の割合を増やしま

す。 

 

％ 

20.3 

（2017年度） 

％ 

27 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、男女の地位

に関する意識につい

て、＜職場＞で「平

等」と回答した人の

割合 

市民意識調査（平

成 25 年度調査か

ら平成 29 年度調

査）結果の年間増

加量（0.66％）か

ら算出 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

（18）雇用の場及び自営業等における男女共同参画の推進 

男女雇用機会均等法や女性活躍推進法などに基づき、雇用機会や待遇の均等、女性が

活躍できる職場の環境整備、適切な労働時間や休日の確保等就労環境の改善を目指して、

商工会等と連携して、事業主等への働きかけを行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

31 
男女ともに働き続けら

れる環境の整備 

男女がともに均等な雇用機会を確保でき、働き続け

られる環境の充実を図るために、関係機関と連携を

図り、男女雇用機会均等法等の趣旨について普及・

啓発を図ります。 

【具体的な事業】 

◇男女雇用機会均等法の普及・啓発 

◇労働関係法の普及・啓発【新規】 

◇商工会等との連携による啓発 

◇ポジティブ・アクション（積極的改善措置）30の推

進 

◇講座・研修会等の開催 

◇働き続けられる環境整備【新規】 

 

協働推進課 

経済政策課 

32 
女性の活躍推進に向け

た企業への支援 

採用、昇進等において女性労働者に積極的に機会を

提供し、仕事と家庭の両立を可能とする環境を整備

することで、女性が活躍できるよう、啓発や人材育

成等の支援を行います。 

【具体的な事業】 

◇女性活躍推進法の普及・啓発【新規】 

◇商工会等との連携による啓発【再掲】 

◇女性活躍推進に取り組む企業の事例紹介の検討

【新規】 

 

協働推進課 

経済政策課 

  

                                                 
30 ポジティブ・アクション（積極的改善措置）…これまで、雇用や政治、教育など様々な分野で不利な状況に置かれた

人々に対して、実質的な平等を保障するために社会的、制度的優遇措置をとることをいいます。方法としては、数や比率を

定め強制的に割り当てるクォータ制や、優先的に情報提供を行うなどがあります。国連は、女子差別撤廃条約において規定

し、北京行動綱領ではその適用を推奨しています。 

指 標 

施策の方向 
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（19）セクシュアル・ハラスメント等に対する取り組みの充実 

セクシュアル・ハラスメントをはじめとする職場の様々なハラスメント行為防止に関

する取り組みを強化するため、講座等を開催するなど啓発を推進し、職場におけるハラ

スメント行為が根絶されるよう事業所に働きかけます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

33 
セクシュアル・ハラス

メント等防止に向けた

周知・啓発 

セクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメント、

マタニティ・ハラスメントなどの職場における様々

なハラスメント行為の防止に向けた啓発活動を行い

ます。 

【具体的な事業】 

◇職場におけるハラスメント行為の防止に関する講

座等による啓発【新規】 

◇職場におけるハラスメント行為の防止に関する情

報収集・提供【新規】 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 
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5.7 8.1 11.2 15.3 19.4 
28.3 18.4 16.3 13.0 

12.2 
9.5 

10.0 

37.3 37.7 39.3 
40.3 42.9 

33.9 

35.5 34.6 32.8 28.4 24.0 23.6 

3.1 3.4 3.8 3.8 4.1 4.2 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

昭和60

～平成元

平成2

～6

7～11 12～16 17～21 22～26

不詳

妊娠前から 無職

出産退職

就業継続（ 育休なし ）

就業継続（ 育休利用）

(%)

第1子出生年

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（夫婦調査）」

出
産
前
就
業

出産

退職

46.9％

就業

継続

53.1％

 

 

 

 

 

就業している女性の割合は年々伸びており、平成 27（2015）年の「国勢調査」によ

ると、本市の 15～64 歳の女性の労働力率は 67.2％となっています。しかし、わが国

の長時間労働を前提とする慣行等を背景に、仕事と家庭生活の両立を困難とする人が少

なくありません。第１子出産後の就業継続（育休利用）割合は年々増加していますが、

平成 22（2010）年～平成 26（2014）年の第 1 子出生後退職者の割合は、出産前に

就業していた人のうち 46.8％と、依然として半数近くを占めています（国立社会保障・

人口問題研究所「第 15 回出生動向基本調査（夫婦調査）」）。また、後に再就職する場合

には、パート・アルバイト等の非正規雇用である場合が少なくありません。 

こうした状況から、女性労働者が継続的に経験やキャリアを積める機会が少なくなり、

男女間の賃金格差や管理職に占める女性の割合の低さという問題にもつながっています。 

女性活躍推進法は、少子高齢化による将来的な労働力不足が懸念される中、女性を最

大の潜在力として位置づけて、その個性と能力を十分に発揮できる環境を整備すること

を法的に位置づけたものです。本市においても、女性の多様な能力を活用するために、

就職や職業能力開発のための機会が十分に提供されることが必要です。 

また、様々な分野への女性のチャレンジを支援する必要性から、起業なども視野に入

れた支援体制を整備することも重要です。 

 

◆図 30 子どもの出生年別にみた第１子出産前後の妻の就業変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策９ 女性の就業・起業の支援 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

再就職の支援講座の理解

度を高めます。 

％ 

－ 

％ 

80 

（2027年度） 

講座の受講者対象の

アンケートで、講座の

内容を「十分に理解し

た」と回答した人の割

合 

他自治体の指標を参

考に設定 

新規 

女性の 30～39 歳の労働

力率を高めます。 

％ 

67.2 

（2015年度） 

％ 

74 

（2025年度） 

国勢調査から、労働力

率(%)=労働力人口÷

（総数－労働力状態

「不詳」）×100 とし

て算出 

平成 27年度国政調査

の全国平均（73.1％）

を基に設定 

※小数点第 1 位で繰

り上げ 

 

 

 

 

（20）職業能力開発のための支援 

就職や再就職等を希望する市民に対して、就職に関する情報を提供するとともに、技

能や職業能力の開発をする機会の提供を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

34 
職業能力開発のための

支援の充実と就業機会

の拡大 

就労を支援する各種講座等を開催し、就職や再就職等を

希望する市民に対して就職に向けた支援を行います。 

【具体的な事業】 

◇就労支援・再就職のための情報提供や講座の開催 

◇地域職業相談事業の実施【新規】 

◇就職マッチングへ向けた取り組み【新規】 

あいパル（福祉総務課） 

経済政策課 

 

（21）女性の再就職、起業の支援 

出産・子育て等のために離職した女性の再就職支援を行うとともに、起業等によって

新たな分野に挑戦する女性への支援を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

35 
女性の起業・再就職に

関する支援の充実 

起業や再就職を希望する女性に対して、各種情報提供

を行うとともに、能力開発のための講座を開催します。 

【具体的な事業】 

◇地域職業相談事業の実施 

◇起業支援のための講座の開催【新規】 

◇女性の起業支援事業（チャレンジショップ等）【新規】 

◇商工会と連携した起業支援事業【新規】 

◇女性向け就職支援・再就職支援のための情報提供

や講座の開催【新規】 

あいパル（福祉総務課） 

経済政策課 

  

指 標 

施策の方向 
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31.9 44.7 11.9 

0.6 0.4 

7.9 2.6 

0 20 40 60 80 100

全体(n=1,124)

男性の方が優遇 どちら かと いえば男性の方が優遇

平等 どちら かと いえば女性の方が優遇

女性の方が優遇 わから ない

無回答

（％）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

 

 

 

 

 

誰もがいきいきと活躍し、暮らしやすい社会となるには、多様な人々が政策や方針を

決定する場に参画して、意見を述べられる環境が整っていることが必要といえます。し

かしながら、現実をみると、わが国では議会など政策を決定する場への参画は、男女の

偏りが大きいと言わざるをえません。本市においても、平成 28（2016）年度の議員総

数に占める女性の割合は 16.7％にとどまっており、政策に女性の視点が反映されにくい

体制となっています。 

こうした現状を踏まえて、平成 30（2018）年 5 月に「政治分野における男女共同

参画の推進に関する法律」31が成立し、女性の政治分野への進出を促進するため、国や

地方自治体にも実態調査や啓発活動等の責務が課せられました。 

また、本市の審議委員に占める女性委員の割合をみると、ここ数年は約３割で横ばい

状況が続いています。女性委員が一人もいない審議会も多数あり、さらに多くの女性が

政策・方針決定過程に参画できるようになるには、より一層の取り組みが必要です。 

 

◆図 31 男女の地位に関する意識「政治」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
31 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律…平成 30（2018）年に成立、政治分野における男女共同参画

を推進するため、政党等に衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数が均等になるよう努力義務を位

置づけています。国際的に見て遅れているわが国の女性の政治参画を積極的に推進する目的で成立しました。 

現状と課題 

施策１０ 政策・方針決定過程への男女共同参画の促進 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

審議会等の女性委員の比率を高

めます。 

％ 

27.6 

（2017年度） 

％ 

40 

（2027年度） 

市の審議会等（地方

自治法第 180 条の

5 及び第 202 条の

3 に基づく委員会・

審議会等）の委員に

占める女性委員の割

合 

埼玉県男女共同参

画基本計画（平成

29～33 年度）の

目標値（40%）を

基に設定 

男女共同参画人材リスト（旧「女

性人材リスト」）の登録者を増や

します。 

人 

29 

（2017年度） 

人 

58 

（2027年度） 

男女共同参画人材リ

ストの登録者数 

年 間 増 加 量 を

10％（10 年間で

29 人の増）として

算出 

 

 

 

 

（22）審議会等における男女共同参画の促進 

本市の政策・方針決定過程により多くの女性が参画できるよう、様々な分野にわたる

市の審議会に、多くの女性の委員を登用します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

36 
審議会等への女性の参

画の促進 

審議会等において、女性の参画がさらに図られるよ

う、女性委員の登用を積極的に推進します。 

【具体的な事業】 

◇審議会等委員の女性の参画促進 

◇政策決定過程への女性の参画状況調査と結果の公

表 

◇女性促進を図るための手法の検討と各課への啓発

【新規】 

◇審議会等委員選出時の男女共同参画人材リスト活

用の検討・実施【新規】 

 

協働推進課 

 

  

指 標 

施策の方向 
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（23）女性の人材発掘とリーダー育成 

市内の各種団体や活動等において、リーダーの役割を担う女性が増えるように、人材

育成のための支援を行います。また、意欲と能力を持つ人材の発掘のために、男女共同

参画人材リストを作成し、活用に努めます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

37 女性の人材発掘と活用 

現在ある人材リストを拡充し、新たな人材を発掘す

るとともに、積極的に活用します。 

【具体的な事業】 

◇男女共同参画人材リストの活用 

◇男女共同参画人材リストへの登録促進 

 

協働推進課 

38 
各種団体の女性人材育

成への支援 

市民団体などの育成のための支援を行います。 

【具体的な事業】 

◇各種団体に対する男女共同参画に関する教育機会

の提供 

◇女性人材が活躍するための情報提供 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 
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53.5

37.6

33.4

19.8

19.3

4.4

1.7

5.1

51.4 

43.3 

31.0 

21.8 

17.1 

5.5 

1.1 

3.9 

57.1 

30.4 

36.2 

16.7 

22.2 

3.2 

2.5 

6.1 

0 20 40 60

乳がん・子宮頸がん検診等、女性

に多い疾病に関する予防対策

病院・医院等の、女性スタッフ

による女性外来の充実

女性のための健康教育・健康相談

心の健康に関する相談

妊娠・出産期における

母子保健サービスの充実

女性の性に関する相談

その他

無回答

全体(n=1,124)

女性(n=642)

男性(n=473)

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

 

 

 

 

 

女性の身体は妊娠・出産に関連する女性特有の健康上の問題が存在します。また、思

春期、妊娠・出産の周産期、更年期、老年期と、年齢に応じて健康のあり方も大きく変

化します。 

さらに、生涯を健康に過ごし、充実した人生をおくるためには、性と生命を尊重する

意識を持つことも必要不可欠です。そのために、男女が互いの性への正しい知識を持ち、

お互いの人格や人権を尊重する意識を育めるような学習・教育の機会を提供することが

重要です。 

市民意識調査では、女性の健康を支援するために必要なこととして、「乳がん・子宮頸

がん検診等、女性に多い疾病に関する予防対策」をあげる人が半数以上にのぼっていま

す。より多くの市民が生涯を通じて健康な生活をおくるために、健診や保健サービス等

の充実に加えて、自身の健康に関心を持ってもらう健康教育等の充実も重要といえます。 

 

◆図 32 女性の健康を支援するために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策１１ 生涯を通じた健康づくりへの支援 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

健康だと思う人の割合を増やし

ます。 

 

％ 

78.6 

（2017年度） 

％ 

85 

（2027年度） 

「戸田市健康づくり

に関する市民アンケ

ート調査」において、

健康状態が、「健康だ

と思う」または「概

ね健康だと思う」と

回答した人の割合の

合計 

第四次男女共同参

画計画の目標値を

引き続き設定 

 

 

 

 

（24）性を尊重する意識啓発と性に関する指導の実施 

男女が互いの性を理解・尊重し、対等な関係の下で妊娠・出産等について考えられる

ように、性に関する正しい知識を得るための情報や学習機会の提供に努めます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

39 
性の尊重についての理

解の促進 

人権尊重の立場から性の尊重に関する理解を深める

ための周知・啓発を図ります。 

【具体的な事業】 

◇啓発紙の発行（既存の情報紙利用も含む） 

◇性の商品化等性と人権に関する問題の啓発 

◇性犯罪防止の啓発 

◇学校における性に関する指導の充実【再掲】 

◇セクシュアル・ハラスメントに対する啓発 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

福祉保健センター 

教育政策室 

 

 

  

指 標 

施策の方向 
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（25）女性の健康管理の充実 

母子保健指導等の実施により、妊娠期から出産、育児に至るまで継続した健康支援を

推進します。 

また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ32の意識を定着させるために、性に関する

正しい知識の普及・啓発を進めます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

40 
ライフステージに応じ

た母子保健事業等の推

進 

母親の健康の維持と子どもの健やかな成長を推進す

るため、各ライフステージに応じた母子保健事業等

を充実します。 

【具体的な事業】 

◇出産準備教育・妊婦健康診査等による妊婦の支援 

◇助産施設入所事業の実施 

◇乳幼児健康診査・各種相談等による子育て期の支

援 

 

福祉保健センター 

こども家庭課 

41 
リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツについて

の理解の促進 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツなど、性の尊重

に関する理解を深めるために情報提供を行います。 

【具体的な事業】 

◇リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する情報

提供 

 

協働推進課 

福祉保健センター 

 

 

（26）男女ともにライフサイクル33に沿った健康づくり 

男女ともに生涯を通じて健康を維持できるように、健診や健康相談、健康に関する学

習機会の提供等を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

42 
健康づくりのための各

種事業の充実 

男女がともに生涯にわたって心身ともに健康に生活

できるよう、各種健康増進事業を実施します。 

【具体的な事業】 

◇各種がん検診、健康診査等の実施と受診の啓発 

◇妊娠期の保健指導 

◇各種健康相談の実施 

 

福祉保健センター 

43 
健康に関する教育・啓

発の充実 

生涯にわたって健康に暮らせるよう、健康づくりに

関する学習機会の提供を行うとともに、啓発活動を

行います。 

【具体的な事業】 

◇生活習慣病予防教育等の実施 

◇健康教育の実施 

 

福祉保健センター 

  

                                                 
32 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ…性と生殖に関する健康・権利と訳されます。「全ての男女は身体的、精神的、社

会的に良好な状態で、満足できる性生活をおくり、子どもを産むかどうか、いつ何人産むかを決める自由と権利を持つ」と

いうことが基本的な考え方です。 
33 ライフサイクル…誕生から死にいたるまでの人の一生、人生の周期のことをいいます。 
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目標 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携と協力で取り組みを進めるまち Ⅳ 

(27)男女共同参画の推進拠点の活用促進  

(28)男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 

施策の 

方向 

施策 12．男女共同参画の推進拠点の充実 

(29)職員の男女共同参画の意識づくり 

(30)女性職員の登用促進と職域拡大 

(31)「女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画」の円滑な推進 

施策の 

方向 

施策 13．庁内の男女共同参画の推進 

(32)庁内の推進組織の充実 

(33)計画の進行管理の実施 

(34)計画推進に関する市民・事業者との連携  

(35)国・県等との連携 

施策の 

方向 

施策 14．連携と協力による推進体制の整備 
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19.2 

18.7 

16.4 

13.5 

10.4 

1.8 

40.6 

9.2 

0 20 40 60

男女共同参画に関する市民活動の支援

男女共同参画に関する講座・フォーラムの開催

情報紙や啓発パンフレットなどの啓発事業

男女共同参画や女性問題等に関する資料の充実

男女共同参画に関する団体・

グループの相互交流の援助

その他

特にない

無回答

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）
(n=1,124)

 

 

 

 

 

本市における男女共同参画の推進拠点として長らくその役割を担ってきた「戸田市男

女共同参画センター『ビリーブ』」は、平成 27（2015）年３月に閉館しました。その

機能は、平成 27（2015）年９月に開館した複合施設「上戸田地域交流センター『あい

パル』」（以下、「あいパル」と称する）に引き継がれました。 

あいパルでは、防災啓発イベントに男女共同参画の視点を盛り込んだり、チャレンジ

ショップ等の女性のチャレンジ支援に場を提供したりするなど、複合施設としての機能

を活用して、男女共同参画社会実現に向けての取り組みを推進しています。 

しかしながら、開館してからの年数が浅いこともあって、市民意識調査では「あいパ

ル」の事業の認知度は 16.5％にとどまっています。平成 25（2013）年度の市民意識

調査で「ビリーブ」の事業の認知度が 27.1％であったことと比較すると、より一層の市

民への周知が必要とされています。 

また、「あいパル」で力を入れる必要があると思う取り組みは、「男女共同参画に関す

る市民活動の支援」や「男女共同参画に関する講座・フォーラムの開催」などの割合が

高く、市民と関わるタイプの取り組みのニーズが高くなっています。こうした取り組み

を通じて、幅広い世代の市民に対して活動を周知し、働きかけていくことによって、男

女共同参画の推進拠点としての機能の充実を図っていきます。 

 

◆図 33 『あいパル』で力を入れてほしい取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策１２ 男女共同参画の推進拠点の充実 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

『あいパル』が男女共同参画の

推進拠点であることを知ってい

る人の割合を増やします。 

 

％ 

16.5 

（2017年度） 

％ 

33 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、市の事業の

認知度で「『あいパ

ル』の男女共同参画

事業」を選択した人

の割合 

第四次計画の「（旧

男女共同参画セン

ター）ビリーブの

認知度」の当初値

（32.9％）から設

定 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

（27）男女共同参画の推進拠点の活用促進 

男女共同参画を推進していく拠点として、意識啓発を推進するための事業や、男女共

同参画を推進する団体の活動支援（推進拠点の活用促進等）などを行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

44 
男女共同参画推進拠点

の機能の充実 

男女共同参画の推進拠点の機能の充実を図ります。

また、現在の推進拠点である上戸田地域交流センタ

ー『あいパル』を周知することで活用促進を図りま

す。 

【具体的な事業】 

◇男女共同参画推進拠点の運営事業 

◇男女共同参画フォーラム等の開催【新規】【再掲】 

◇複合施設の特長を生かした事業実施【新規】 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

45 
男女共同参画推進活動

団体の支援（推進拠点

の活用促進等） 

男女共同参画の視点に立った活動や、女性が中心と

なる活動をする団体が円滑に運営されるように、組

織の立ち上げや運営のための活動支援を行います。 

【具体的な事業】 

◇男女共同参画推進活動団体の推進拠点の活用促進 

◇男女共同参画の推進拠点を活用する団体への情報

提供や、活動の機会と場の提供 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

 

 

  

指 標 

施策の方向 
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（28）男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 

男女共同参画に関する国や県、他自治体の情報や国際的な取り組みに関する情報を収

集し、市民に提供します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

46 
男女共同参画に関する

情報の収集・提供 

男女共同参画に関する国・県、他自治体等の情報や

図書・ビデオ・資料等を収集し、あいパル、図書館

に設置します。 

【具体的な事業】 

◇男女共同参画情報コーナーの充実 

◇女性問題に対する海外の資料収集・提供による啓

発【再掲】 

◇国際的な取り組み（女子差別撤廃条約等）の啓発

【再掲】 

◇男女共同参画関連書籍の展示及び貸出【再掲】 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

図書館（生涯学習課） 
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22.9 23.3 
19.2 

24.1 23.9 

40.5 40.5 38.4 39.1 39.3 

0

10

20

30

40

50

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

係長級以上の役付職員 一般職員

資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」

(％)

※各年４月１日現在

18.2 

17.3 

20.6 

26.3 

29.1 

19.4 

28.9 

24.9 

37.6 

6.4 

6.0 

7.9 

1.4 

1.6 

0.6 

2.0 

0.8 

4.8 

16.3 

19.9 

8.5 

0.5 

0.3 

0.6 

0 20 40 60 80 100

全体(n=560)

男性(n=381)

女性(n=165)

出産や育児・ 介護などで休んだこ と が女性職員の昇進に影響を与えているから

自ら 管理職を目指す、 意欲のある女性職員が少ないから

仕事と 子育て・ 介護を両立するための環境が整っ ていないから

職場の男女平等について理解が不足し ているから

女性は能力や性質において管理職に向いていないから

女性は男性より も 上司や周囲、 外部から の期待や信頼度が低いから

その他

無回答

（％）

資料：戸田市男女共同参画に関する職員意識調査（平成29年度）

 

 

 

 

                ◆図 34 戸田市における役付職員及び一般職員に占める 

        女性職員の割合の推移 

本市の総職員数に占める女性

職員は、平成 28（2016）年度

の時点で 39.3％と約４割を占

めています。しかしながら、副

主幹職（係長）以上の役付職員

数 に 占 め る 女 性 の 割 合 は

23.9％にとどまっています。 

管理職における男女比の偏り

については、「第四次戸田市男女

共同参画計画」までの計画の中

でも課題としてあげられており、

これまでに、市では職員研修や

庁内報を通じての男女共同参画に関する意識啓発や研修機会の提供等の取り組みを推進

してきました。 

しかしながら、平成 29（2017）年度の職員意識調査では、市の管理職以上の女性職

員の比率が少ない理由として、女性職員の 37.6％が「仕事と子育て・介護を両立するた

めの環境が整っていないから」ということをあげています。 

職場における機会を均等化すると同時に、男女ともに仕事と家庭生活を両立しやすい

環境づくりへの取り組みを積極的に推進する必要があります。 

◆図 35 市の管理職以上の女性職員の比率が少ない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

施策１３ 庁内の男女共同参画の推進 
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指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

役付職員に占める女性の割合

を県内市町村平均まで増やし

ます。 

％ 

24.1 

（2017年度） 

％ 

29 

（2027年度） 

役付職員（副主幹職

以上）に占める女性

の割合 

平成 29 年度の県

内市町村の役付職

員割合（28.6%）

を基に設定 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

男性職員の育児休業取得率を高

めます。 

％ 

13.2 

（2017年度） 

％ 

15 

（2027年度） 

配偶者が出産した男

性職員のうち育児休

業を取得した人の割

合 

埼玉県男女共同参

画基本計画（平成

29～33 年度）の

目標値（15%）を

基に設定 

 

 

 

 

（29）職員の男女共同参画の意識づくり 

職場全体に男女共同参画の意識が定着するように、庁内報や研修会等様々な機会を活

用して啓発を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

47 
職員の男女共同参画の

意識づくり 

市のすべての職員に対して、男女共同参画に関する

研修等を行い、男女共同参画の意識づくりを推進し

ます。 

【具体的な事業】 

◇庁内報（既存の情報紙等も含む）による啓発 

◇職員男女共同参画研修会の実施 

◇職員研修カリキュラムへの導入の検討 

◇職場のセクシュアル・ハラスメントの防止 

◇育児休業取得の促進【新規】 

 

協働推進課 

人事課 

 

  

指 標 

施策の方向 
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（30）女性職員の登用促進と職域拡大 

女性職員が様々な分野で活躍する機会を得られるよう、多様な職域への配置と研修等

の能力開発の機会を提供します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

48 
女性職員の管理職等へ

の登用促進と職域の拡

大 

女性職員を庁内の多様な部署において登用するな

ど、女性職員の意欲と能力を活かすことができる環

境づくりを推進します。 

【具体的な事業】 

◇女性職員の管理職等への登用の促進 

◇女性職員の多様な職域への配置と能力開発 

◇女性職員の各種研修機関等への派遣の促進 

◇女性職員へのキャリアに関する研修機会の提供

【新規】 

 

人事課 

 

（31）「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」の円滑な推進 

組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、行動計画を策定し、計画に基づ

く施策を着実に推進します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

49 

「女性職員の活躍の推

進に関する特定事業主

行動計画」の円滑な推

進 

庁内の女性職員が、出産、育児、介護等のライフイ

ベントにかかわりなく、経験を積み重ね、その意思

と能力を十分に活かすことができるように、職場環

境の整備と人材育成への支援を推進します。 

【具体的な事業】 

◇職場環境の改善 

◇ネットワークの形成 

◇研修等によるスキルアップ 

◇情報発信 

 

人事課 
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この計画を実効性のあるものにし、男女共同参画社会の実現に向けて施策を着実に推

進していくためには、全庁的に取り組むための体制の整備と、計画の進捗状況を確認し、

その評価を元に次の段階の改善につなげていく仕組みの構築が重要であるといえます。 

また、「戸田市男女共同参画推進条例」にも定められているとおり、市民、事業者、市

がそれぞれの責務を果たし、連携・協力していくことで、より効果的に男女共同参画を

推進することが期待されます。 

さらに、市は、国・県や他の地方公共団体等と情報交換や要望を行ったり、連携する

などして、重層的な体制で男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進することが必要

です。 

 

 

 

 

指 標 当初 最終目標 指標の定義 目標値設定の根拠 

新規 

戸田市男女共同参画推進条例を

知っている人の割合を増やしま

す。 

％ 

3.0 

（2017年度） 

％ 

14 

（2027年度） 

『市民意識調査』に

おいて、用語の認知

度で「戸田市男女共

同参画推進条例」と

いう言葉について

「おおよその内容ま

で知っている」と回

答した人の割合 

平成29年度の『市

民意識調査』にお

ける男女共同参画

社会基本法の認知

度（13.1％）を基

に設定 

※小数点第 1 位で

繰り上げ 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

指 標 

施策１４ 連携と協力による推進体制の整備 
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（32）庁内の推進組織の充実 

戸田市男女共同参画庁内検討会議を中心として、全庁的な体制で男女共同参画の推進

に取り組みます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

50 庁内の推進体制の充実 

全庁的に男女共同参画を促進するため、庁内の組織

の強化を図ります。 

【具体的な事業】 

◇戸田市男女共同参画庁内検討会議による計画の推

進 

 

協働推進課 

 

（33）計画の進行管理の実施 

計画に基づく施策の進捗状況や、市民の男女共同参画に関する意識等の実態を定期的

に調査するなど、計画の着実な進行管理を行います。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

51 
計画の進行管理体制の

充実 

計画の進捗状況について、市民・行政の両面から調査

を実施し、計画の進行管理を行います。 

【具体的な事業】 

◇定期的な市民意識調査及び職員意識調査の実施 

◇関連事業の進捗状況調査の実施 

◇進捗状況調査結果の公表【新規】 

 

協働推進課 

 

  

施策の方向 
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（34）計画推進に関する市民・事業者との連携 

この計画の推進にあたっては、「戸田市男女共同参画推進委員会」を中心として、計画

の進捗状況の確認や市民の幅広い意見の反映に努めます。また、市民・事業者・市がそ

れぞれの役割を担い、連携・協力して計画を推進します。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

52 
市民参加の計画の推進

体制の充実 

男女共同参画社会実現に向けての計画策定や仕組み

づくりを市民と連携・協力して推進するとともに、

市民の視点から計画の進捗状況の確認を行います。 

【具体的な事業】 

◇戸田市男女共同参画推進委員会の開催 

◇あいパル運営委員会の開催 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

53 
計画推進に関する市民

参加の促進 

計画推進に関する市の事業を市民ボランティア等の

参画を得ながら確実に推進します。 

【具体的な事業】 

◇男女共同参画情報紙「つばさ」編集協力への参加

促進 

◇市民との協働による啓発事業の実施【新規】 

◇あいパルの男女共同参画に関する取り組みへの市

民ボランティアの活用【新規】 

 

協働推進課 

あいパル（福祉総務課） 

54 
計画推進に関する事業

所との連携 

男女の労働者の雇用機会均等や、ワーク・ライフ・

バランス等を推進するため、事業所と連携しながら

施策を推進します。 

【具体的な事業】 

◇男女雇用機会均等法の普及・啓発【再掲】 

◇商工会等との連携による啓発【再掲】 

◇働き続けられる環境整備【新規】【再掲】 

 

協働推進課 

経済政策課 

 

（35）国・県等との連携 

計画の推進にあたり、国・県等の方針や施策を本市の施策に反映させるとともに、市

単独の対応が困難な、国・県の制度によるべき施策等については、積極的な要望を行い

ます。 

 

No 具体的取り組み 施策の内容 担当課所 

55 
国・県等関係機関との

連携 

計画の推進にあたり、国や県等の関連機関等との連

携を強化します。 

【具体的な事業】 

◇国・県の施策の市への反映 

◇国・県への要望 

 

協働推進課 
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◆女子差別撤廃条約（抄） 

◆男女共同参画社会基本法 

◆埼玉県男女共同参画推進条例 

◆男女雇用機会均等法（抄） 

◆女性活躍推進法（抄） 

◆DV 防止法 

◆戸田市犯罪被害者等支援条例 

◆戸田市犯罪被害者等支援庁内連絡会議要綱 

◆用語解説一覧 
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計画の体系図 

理念         目標                   施策  

 

 

 

 

1.身近な人からの暴力被害の根絶 

2.男女共同参画及び多様な性に関す
る意識啓発 

3.男女共同参画の視点に立った教育・
学習の充実 

6.ワーク・ライフ・バランスの推進 

7.子育てや介護を支援する体制の整備 

4.地域活動における男女共同参画の推進 

5.防災及び防犯における男女共同参画
の推進 

10.政策・方針決定過程への男女共同
参画の促進 

8.働く場における男女共同参画の推進 

9.女性の就業・起業の支援 

11.生涯を通じた健康づくりへの支援 

13.庁内の男女共同参画の推進 

14.連携と協力による推進体制の整備 

目標Ⅰ 

お互いの人権を大切

にできる 

まち 

 P.25  

目標Ⅱ 

地域や家庭の 

暮らしを支えあえる 

まち 

 P.37  

目標Ⅲ 

いきいきと 

活躍できる 

まち 

 P.47  

目標Ⅳ 

連携と協力で 

取り組みを進める 

まち 

 P.59  

み
ん
な
が
認
め
あ
い
・
支
え
あ
い
・
輝
く
ま
ち 

と
だ 12.男女共同参画の推進拠点の充実 

P.26 

P.30 

P.34 

P.38 

P.40 

P.42 

P.44 

P.48 

P.51 

P.53 

P.56 

P.60 

P.63 

P.66 
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施策の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)暴力を許さない意識の醸成       P.28  (2)被害者への支援体制の充実       P.29  

(3)DV に関連するストーカー、児童虐待等に対する支援の充実                 P.29  

(9)学校や家庭での教育の充実          P.35  (10)生涯学習の充実                         P.36  

(4)人権尊重に関する意識の醸成      P.31  (5)性的マイノリティへの理解の促進          P.32  

(6)男女共同参画の啓発・意識改革     P.32  (7)国際理解の推進による啓発・意識改革      P.33  

(8)メディアにおける人権の尊重        P.33  

(14)家庭生活との両立をめざす職場づくり  P.43  (15)男女の家事・育児への共同参画支援   P.43  

(16)子育て支援の充実            P.45  (17)介護を支援する体制の整備           P.46  

(11)地域・社会活動への参画促進と環境づくり                                         P.39  

(12)地域防災における男女共同参画の推進  P.41  (13)地域防犯における男女共同参画の推進   P.41  

(22)審議会等における男女共同参画の促進  P.54   (23)女性の人材発掘とリーダー育成      P.55  

(18)雇用の場及び自営業等における男女共同参画の推進                                    P.49  

(19)セクシュアル・ハラスメント等に対する取り組みの充実                                P.50  

(20)職業能力開発のための支援          P.52  (21)女性の再就職、起業の支援           P.52  

(24)性を尊重する意識啓発と性に関する指導の充実                                          P.57  

(25)女性の健康管理の充実     P.58   (26)男女ともにライフサイクルに沿った健康づくり   P.58  

(29)職員の男女共同参画の意識づくり   P.64  (30)女性職員の登用促進と職域拡大         P.65  

(31)「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」の円滑な推進                      P.65  

(27)男女共同参画の推進拠点の活用促進  P.61 (28)男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 P.62 

(32)庁内の推進組織の充実         P.67  (33)計画の進行管理の実施                 P.67  

(34)計画推進に関する市民・事業者との連携 P.68  (35)国・県等との連携                    P.68  

戸田市 
DV 防止 
基本計画 

戸
田
市 

女
性
活
躍
推
進
計
画 



72 
 

第五次戸田市男女共同参画計画策定までの経過 

（平成 29 年度） 

 年月日 事  項 内  容 

平 

成 

29 

年 

度 

平成 29 年 

５月17日 

第 1 回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇市民意識調査・職員意識調査に関する検討 

・質問項目、時期、対象 

  ５月10日 
第２回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇市民意識調査・職員意識調査に関する検討 

・調査員の検討・確定 

９月 1 日 

～９月15日 

戸田市男女共同参画に関する 

市民意識調査 

◇調査対象 

 市内在住の満 15 歳以上の市民 3,000 人 

 （男女各 1,500 人） 

◇調査内容 

男女のあり方をめぐる問題、ＤＶ、結婚や家族、

生活、ワーク・ライフ・バランス、女性の活躍の

推進、地域活動、防災、男女共同参画社会の実現

をめざす施策 

◇回収率 

 37.5％ 

８月 28 日 

～９月 19 日 

男女共同参画に関する 

職員意識調査 

◇調査対象 

 全職員 

 916 人（男性 602 人、女性 314 人） 

◇調査方法 

 インターネット調査 

◇回収率 

 61.1％ 

 10 月 31 日 
第３回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第四次戸田市男女共同参画計画の進捗状況報告 

◇第五次戸田市男女共同参画計画策定スケジュール 

 10 月 31 日 
第４回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇市民意識調査・職員意識調査結果報告（中間報告） 

◇第五次戸田市男女共同参画計画策定準備 

平成 30 年 

2 月 15 日 

第５回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇市民意識調査・職員意識調査結果報告（完了報告） 

◇第五次戸田市男女共同参画計画策定準備 

 ・策定方針について 
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（平成 30 年度） 

 年月日 事  項 内  容 

平 

成 

30 

年 

度 

平成 30 年 

４月26日 

第 1 回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第五次戸田市男女共同参画計画（案）の諮問 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・基本的考え方について 

  ５月10日 
第 1 回  

戸田市男女共同参画庁内検討会議 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・基本的考え方について 

  ６月28日 
第 2 回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・計画の理念   ・計画の体系 

・現状と課題   ・計画の内容について 

◇第四次戸田市男女共同参画計画の進捗状況報告 

  ７月12日 
第 2 回  

戸田市男女共同参画庁内検討会議 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・計画の理念   ・計画の体系 

・現状と課題   ・計画の内容について 

◇第四次戸田市男女共同参画計画の進捗状況報告 

  ７月26日 
第３回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・計画の内容について ・計画の指標について 

・重点課題について 

  ８月９日 
第３回  

戸田市男女共同参画庁内検討会議 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・計画の内容について ・計画の指標について 

 ９月 27 日 
第４回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・新計画の仮確定について 

・パブリックコメント（案）について 

11 月 5 日 

～12 月 4 日 

第五次戸田市男女共同参画計画に関するパブリックコメントの実施 

（実施結果：提出意見２件） 

12 月 13 日 
第４回  

戸田市男女共同参画庁内検討会議 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・概要版（案）について 

・パブリックコメントへの対応について 

12 月 20 日 
第５回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・答申（案）について ・概要版（案）について 

・パブリックコメントへの対応について 

平成 31 年 

1 月 21 日 
◇第五次戸田市男女共同参画計画（案）について答申 

1 月 24 日 
第 6 回  

戸田市男女共同参画推進委員会 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・計画書、概要版のデザインについて 

2 月 21 日 
第５回  

戸田市男女共同参画庁内検討会議 

◇第五次戸田市男女共同参画計画の検討について 

・計画書、概要版のデザインについて 
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諮問書 

 

戸 協 第 １２２１ 号 

平成３０年４月２６日 

 

戸田市男女共同参画推進委員会 

委員長 結城 剛志  様 

 

戸田市長 菅原 文仁 

 

第五次戸田市男女共同参画計画（案）について（諮問） 

 

 戸田市の男女共同参画の推進に係る下記の事項について、貴委員会に諮問いたしま

す。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

男女共同参画計画に関すること 

 

２ 諮問趣旨 

  現行の「第四次戸田市男女共同参画計画」の計画期間が平成３０年度で終了する

ことから、戸田市男女共同参画条例や男女共同参画に関する市民意識調査の結果を

踏まえ、多様化する現状に対応する新たな計画を策定するため、「第五次戸田市男

女共同参画計画」（案）の策定について、貴委員会の意見を求めます。 
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答申書 

 

平成３１年１月２１日 

 

戸田市長 菅原 文仁 様 

 

戸田市男女共同参画推進委員会 

委員長 結城 剛志 

 

第五次戸田市男女共同参画計画（案）について（答申） 

 

 平成３０年４月２６日付け戸協第１２２１号にて諮問のありました標記の件につ

いて、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

 私たちは、計画の基本理念を「みんなが認めあい・支えあい・輝くまち とだ」と

定め、この理念に基づき別添のとおり計画案を作成しました。 

 これまでの取り組みを継続的に進めるとともに、本計画が市民に広く認識され、誰

もが互いの人格を認めあい、いきいきと豊かに暮らせるまちが実現できるよう、計画

の策定と今後の推進に当たっては以下の点に十分配慮されるようお願いいたします。 

 

１ 市民に広く受け入れてもらうために、計画の文言や体系については、わかりやす

く見やすい構成や表現を心がけてください。 

 

２ 計画の指標については、取り組みを着実に進めていくことで実現可能となる目標

値を設定してください。 

 

３ 多様な性に関する理解のための施策を計画に位置付け、性的マイノリティの方へ

の配慮や生きづらさを解消するための取り組みを推進してください。 

 

４ 計画において、男女共同参画の推進拠点の活用促進について明記し、多くの市民

が上戸田地域交流センターを男女共同参画の推進拠点と認識できるよう、複合施設

の利点を生かしつつ、積極的な取り組みを進めてください。 

 

５ 計画の策定後は、計画の理念を広く周知し、様々な年代や立場の人々に計画の内

容を理解してもらうための活動を行ってください。 
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戸田市男女共同参画推進条例 

目次 

前文 

第 1 章 総則（第 1 条－第 7 条） 

第 2 章 基本的施策（第 8 条－第 14 条） 

第 3 章 戸田市男女共同参画推進委員会 

（第 15 条－第 21 条） 

第 4 章 雑則（第 22 条） 

附則 

戸田市は、豊かな自然に恵まれ、交通の利便性が

高いことから、若い世代も多く、子育て支援や教育

の取組を積極的に進めてきた背景があります。一方、

転出入が激しいゆえに地域のコミュニティが活性

化しにくいという面も有しています。男女共同参画

の推進に当たっては、戸田市の基本となる計画を平

成元年に初めて策定し、現在も「戸田市男女共同参

画計画～とだ あんさんぶるプラン～」に基づいて

様々な施策に取り組んでいます。 

「日本国憲法」は、個人の尊重と法の下の平等を

保障しています。国においては、国際連合で採択さ

れた「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約」を受けて、「男女共同参画社会基本法」

や「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律」を制定するなど、男女平等

の実現に向けた取組が着実に進められています。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担の意

識やそうした意識に基づいた社会的な慣行は、依然

として残っていると言わざるを得ません。近年では、

配偶者等への暴力やセクシュアル・ハラスメントな

どの人権を侵害する行為が社会問題となっている

ことや、子の養育や家族の介護といった家庭生活と

職場や地域などでの社会活動を両立させることと

いった新たな課題もあり、更なる継続的な取組が必

要です。 

そのため、誰もがそれぞれの違いや多様な生き方

を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる社会を実

現することで、豊かでいきいきと暮らせるまちとな

り、これを次世代につなげていくことが重要です。 

よって、戸田市は、男女共同参画社会の実現に向

け、この条例を制定します。 
 

第 1 章 総則 
 

（目的） 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進について、

基本理念を定め、戸田市（以下「市」といいます。）、

市民や事業者の責務を明らかにするとともに、市の

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図り、もって男女共同参画社会を実現することを目

的とします。 

 

（用語の定義） 

第 2 条 この条例における用語の意味は、次に定める

とおりとします。 

(1) 男女共同参画 誰もが、性別、性的指向、性

自認に関わりなく個人として尊重され、その個

性と能力を発揮し、責任を担い、対等な立場で

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をいいます。 

(2) 市民 市内に居住、通勤、通学する者をいい

ます。 

(3) 事業者 市内において事業活動を行う法人そ

の他の団体や個人をいいます。 

(4) 配偶者等への暴力 配偶者、交際相手その他

の親密な関係にある者やあった者への身体的、

精神的、性的、経済的、社会的な暴力や子ども

を利用した暴力をいいます。 

(5) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快、

不安にさせる性的な言動により、その者や周囲

の生活環境を害すること、性的な言動に対する

相手方の対応により、その者に不利益を与える

ことをいいます。 

(6) 積極的改善措置 性別、性的指向、性自認に

よる格差を是正するため必要な範囲内におい

て、社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会を積極的に確保することをいいます。 
 

（基本理念） 

第 3 条 市は、次に掲げる事項を基本として、男女共

同参画を推進します。 

(1) 性別、性的指向、性自認による差別的な取扱

いや暴力を根絶し、誰もが、個人として尊重さ

れること。 

(2) 誰もが、性別による固定的な役割分担の意識

にとらわれることなく、その個性と能力を十分

に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き

方を選択できること。 

(3) 誰もが、性別、性的指向、性自認に関わりな

く、社会のあらゆる分野における活動の方針の

立案や決定に参画する機会が確保されること。 

(4) 学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育の

場において、男女共同参画社会を支える意識の

形成に向けた取組が行われること。 

(5) 家族を構成する者が、相互の協力と社会の支

援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭

生活と職場や地域における活動の調和のとれ

た生活を営むことができること。 

(6) 誰もが、性に関する理解を深め、妊娠、出産

その他の性と生殖に関する健康と権利が生涯

にわたり尊重されること。 
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(7) 国際社会や国内における男女共同参画に関す

る取組を積極的に理解すること。 
 

（市の責務） 

第 4 条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、男

女共同参画を推進する施策を総合的かつ計画的に

実施するために必要な体制を整備するとともに、財

政上その他の必要な措置を講じます。 

2 市は、男女共同参画を推進するに当たり、市民、

事業者、国、他の地方公共団体と連携します。 
 

（市民の責務） 

第 5 条 市民は、男女共同参画について理解を深め、

家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分

野における活動において男女共同参画を推進する

よう努めます。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画を推進する施

策に協力するよう努めます。 
 

（事業者の責務） 

第 6 条 事業者は、男女共同参画について理解を深め、

その事業活動において男女共同参画を推進し、誰も

が、家庭生活と職場や地域における活動の調和のと

れた生活を営むことができるよう努めます。 

2 事業者は、市が実施する男女共同参画を推進する

施策に協力するよう努めます。 
 

（禁止事項） 

第 7 条 誰もが、配偶者等への暴力、セクシュアル・

ハラスメント、性別、性的指向、性自認による差別

的な取扱いその他の性に関する人権侵害を行って

はいけません。 

2 誰もが、情報の発信に当たっては、前項の性に関

する人権侵害、性別による固定的な役割分担の意識

を助長し、是認させる表現を用いないよう配慮しな

ければいけません。 
 

第 2 章 基本的施策 
 

（男女共同参画計画の策定） 

第 8 条 市は、男女共同参画に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するための基本的な計画（以下「男

女共同参画計画」といいます。）を策定し、これを

公表します。 

2 市は、男女共同参画計画の策定に当たっては、あ

らかじめ第 15 条第 1 項に規定する戸田市男女共同

参画推進委員会の意見を聴きます。 

3 市は、毎年 1 回、男女共同参画計画に基づく男女

共同参画に関する施策の実施状況を公表します。 
 

（調査研究と広報や啓発） 

第 9 条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究、

情報の収集に努めます。 

2 市は、市民や事業者が男女共同参画についての理

解を深めるよう、広報や啓発を行います。 
 

（教育に対する支援） 

第 10 条 市は、男女共同参画社会を支える意識の形

成に向けた取組が行われるよう、学校教育、生涯学

習その他のあらゆる教育に携わる者を支援します。 
 

（家庭生活と社会活動の調和） 

第 11 条 市は、市民が子の養育、家族の介護その他

の家庭生活と職場や地域における活動の調和のと

れた生活を営みながら、多様な生き方を選択し、実

現できるよう努めます。 
 

（災害等への対応における配慮） 

第 12 条 市は、災害等への対応（災害等の発生に備

える対策を含みます。）においては、性別による視

点に十分配慮するよう努めます。 
 

（積極的改善措置） 

第 13 条 市は、性別による固定的な役割分担の意識

があると認めるときや性別、性的指向、性自認によ

り参画する機会に不均衡が生じると認めるときは、

積極的改善措置を講ずるよう努めます。 
 

（拠点の整備） 

第 14 条 市は、市民や事業者による男女共同参画の

推進に関する取組を支援するための拠点の整備に

努めます。 
 

第 3 章 戸田市男女共同参画推進委員会等 
 

（推進委員会） 

第 15 条 男女共同参画の推進について調査、審議を

するため、戸田市男女共同参画推進委員会（以下「推

進委員会」といいます。）を置きます。 

2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査、審

議をします。 

(1) 男女共同参画の推進に関すること。 

(2) 男女共同参画計画に関すること。 

(3) その他男女共同参画の推進について必要な事

項 

3 推進委員会は、男女共同参画の推進に必要がある

と認める事項について市長に意見を述べることが

できます。 
 

（組織） 

第 16 条 推進委員会は、委員 15 人以内をもって組

織します。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱、任

命をします。 

(1) 市民 

(2) 学識経験者 
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(3) 組織、団体等の推薦者 

(4) 市職員 

(5) その他市長が必要と認める者 

3 委員の選任に当たっては、委員の性別の比率が、

男女共同参画計画に基づく比率となるよう努めま

す。 
 

（任期） 

第 17 条 委員の任期は、2 年とします。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

2 委員は、再任されることができます。 
 

（委員長と副委員長） 

第 18 条 推進委員会に委員長と副委員長を置きます。 

2 委員長と副委員長は、委員の互選により決定しま

す。 

3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表しま

す。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るときや委員長が欠けたときは、その職務を代理し

ます。 
 

（会議） 

第 19 条 推進委員会の会議（以下「会議」といいま

す。）は、委員長が招集し、その議長となります。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くこ

とができません。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによります。 

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外

の者に対し会議への出席を求めること、意見を聴く

こと、資料の提出を求めることができます。 
 

（庶務） 

第 20 条 推進委員会の庶務は、市民生活部協働推進

課において処理します。 
 

（苦情申立て） 

第 21 条 市民や事業者は、市長に対し、市が関与す

る男女共同参画に関する施策について苦情を申し

立てることができます。 

2 市長は、前項の規定による苦情の申立てがあった

ときは、必要に応じ推進委員会の意見を聴いて、処

理します。 

3 市長は、第 1 項に規定する苦情の処理に当たって

は、当該苦情を申し立てた者に関する情報を保護す

るとともに、公平かつ適切に行います。 
 

第 4 章 雑則 

 

（委任） 

第 22 条 この条例の施行について必要な事項は、市

長が別に定めます。 
 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 28 年 10 月 1 日から施行しま

す。 
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戸田市男女共同参画推進委員会委員名簿 

 

平成２９年度・平成３０年度 

No. 区 分 委員名 選出枠 備 考 

1 第１号（市民） 結城 剛志 市民 委員長 

2 第１号（市民） 窪田 義江 市民  

3 第１号（市民） 千葉  歩 市民  

4 第１号（市民） 林  公子 市民  

5 第２号（学識経験者）  関口 三津子 学識経験者 副委員長 

6 第２号（学識経験者）  田口 香代子 学識経験者  

7 第２号（学識経験者）  向井 由記子 学識経験者  

8 第３号（組織、団体等の推薦者）  鈴木  薫 戸田市立小・中学校校長会  

9 第３号（組織、団体等の推薦者） 長谷川 正和 戸田市公立学校 PTA 連合会  

10 第３号（組織、団体等の推薦者） 
平野 泰雄  

渡辺 侑造 
戸田市町会連合会 

（任期：～平成 30 年 6 月 27 日） 

（任期：平成 30 年 6 月 28 日～） 

11 第３号（組織、団体等の推薦者）  横田 秀子 戸田市商工会女性部  

12 第３号（組織、団体等の推薦者）  高橋 由美 上戸田地域交流センター  

13 第４号（職員）  寺本 光一 人事課  

14 第４号（職員） 
 峰岸 貴子 

北田 英子 
経済政策課 

（任期：～平成 30 年３月３１日） 

（任期：平成 30 年４月１日～） 

15 第４号（職員）  若林 幸代 児童青少年課  
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戸田市男女共同参画庁内検討会議要綱 

平成 17 年 6 月 6 日市長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、戸田市男女共同参画庁内

検討会議（以下「検討会議」という。）の設

置及び運営について必要な事項を定めるも

のとする。 

（審議事項） 

第２条 検討会議は、次に掲げる事項を審議する。 

（１） 男女共同参画に係る行政推進計画の策

定に関すること。 

（２） 男女共同参画に係る施策推進の総合的

な調整に関すること。 

（３） その他男女共同参画に関すること。 

（組織） 

第３条 検討会議は、次に掲げる委員をもって

組織する。 

（１） 市民生活部長 

（２） 市民生活部次長（協働推進課担当） 

（３） 別表に掲げる所属の長が指名する職員 

（会長及び副会長） 

第４条 検討会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は市民生活部長をもって充て、副会長

は市民生活部次長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 検討会議の会議（以下「会議」という。）

は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ

開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、会長が決するもの

とする。 

４ 第３条第３号に掲げる委員が会議に出席で

きないときは、当該委員が所属する所属の長

が指名する職員（同じ所属の職員とする。）が

代理として出席できるものとする。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員

以外の者に対し会議への出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 検討会議の庶務は、市民生活部協働推

進課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか検討会

議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年６月６日から施行

する。 

（戸田市女性行政推進会議設置要綱の廃止） 

２ 戸田市女性行政推進会議設置要綱（昭和 62

年 10 月 15 日市長決裁）は、廃止する。 

附則 

この要綱は、平成20 年4 月1 日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成26 年4 月1 日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成 30 年 1 月 23 日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日において戸田

市男女共同参画庁内検討会議の委員である

者の任期は、改正前の戸田市男女共同参画庁

内検討会議要綱第４条の規定にかかわらず、

その日に満了する。 

附則 

この要綱は、平成 30 年 4 月 17 日から施

行し、改正後の戸田市男女共同参画庁内検討会

議要綱の規定は、平成 30 年 4 月 1 日から適

用する。 

 

別表（第３条関係） 
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部局 所属 

市民生活部 協働推進課 

防犯くらし交通課 

 危機管理防災課 

総務部 庶務課 

経営企画課 

人事課 

環境経済部 経済政策課 

福祉部 長寿介護課 

福祉保健センター 

こども青少年部 こども家庭課 

保育幼稚園室 

教育委員会事務局 教育政策室 

生涯学習課 

 

 

 

戸田市男女共同参画庁内検討会議委員名簿 

 

平成３０年度（◎：会長、○：副会長） 

 所   属 職 名 氏  名 

1 

市民生活部 

 
部長 ◎駒 崎   稔 

2 次長 ○渡 邉 昌 彦 

3 協働推進課 主幹 江 口   護 

4 防犯くらし交通課 主幹 三 池 いずみ 

5  危機管理防災課 主幹 小 山   淳 

6 

総務部 

庶務課 主事 渡 邊 慎 也 

7 経営企画課 副主幹 石 川 記 央 

8 人事課 副主幹 本 山 翔 太 

9 環境経済部 経済政策課 主事 杉 谷 沙 与 

10 
福祉部 

長寿介護課 主任 井 上 明 美 

11 福祉保健センター 主事 福  田 礼  子 

12 
こども青少年部 

こども家庭課 主幹 馬  場 俊  介 

13 保育幼稚園室 主幹 太  田 美津子 

14 
教育委員会事務局 

教育政策室 
主幹 

兼指導主事 
本  木 千  穂 

15 生涯学習課 主任 吉 次 良 介 
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男女共同参画に関する国内外の動き（年表） 

年 世界の動き 日本の動き 埼玉県の動き 戸田市の動き 

1975 

(昭和 50) 

・国際婦人年（目標：
平等、開発、平和） 

・国際婦人年世界会議
（メキシコシティ＝
第 1 回世界女性会
議）開催 

・「女性の地位向上のた
めの世界行動計画」
採択 

・総理府に婦人問題企
画推進本部、婦人問
題担当室設置 

・「女子教職員等育児
休業法」公布 

国 
連 
婦
人
の
十
年

）

第

30

回

国

連

総

会

に

お

い

て

1976

～

1985

を

」

国

連

婦

人

の

年

「

と

決

定

（  

1976 

(昭和51) 

・ILO（国際労働機関）
に婦人問題担当室を
設置 

・民法一部改正（離婚
後の氏の選択自由
化） 

・生活福祉部婦人児童
課に婦人問題担当
配置 

1977 

(昭和52) 

・「国内行動計画」策
定 

・国立婦人教育会館開
館（埼玉県嵐山町） 

・企画財政部に婦人問
題企画室設置 

1978 

(昭和53) 

・第１回埼玉県婦人問
題協議会開催 

1979 

(昭和54) 

・国連総会「女子に対
するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する
条約（女子差別撤廃条
約）」採択 

・婦人問題企画室が県
民部へ組織改正 

1980 

(昭和55) 

・「国連婦人の十年」中
間年世界会議（コペン
ハーゲン＝第２回世
界女性会議）開催 

・「国連婦人の十年後半
期行動プログラム」採
択 

・民法一部改正（配偶
者の法定相続分
1/3 から 1/2 に） 

・「婦人の地位向上に
関する埼玉県計画」
策定 

・婦人問題企画室を婦
人対策課へ組織改
正 

・婦人関係行政推進会
議設置 

1981 

(昭和56) 

・ILO 第 156 号条約（家
族的責任を有す男女
労働者の機会及び待
遇の均等に関する条
約）採択 

・「国内行動計画後期
重点目標」策定 

1984 

(昭和59) 

・国連婦人 10 年成果
を検討し評価するた
めのエスキャップ地
域政府間準備会議開
催（東京） 

・「国籍法」及び「戸
籍法」一部改正（子
の国籍：父系血統主
義から父母両系主
義に） 

・「婦人の地位向上に
関する埼玉県計画
（修正版）」策定 

1985 

(昭和60) 

・国連婦人の十年 終
年世界会議（ナイロビ
＝第 3 回世界女性会
議）開催 

・「西暦２０００年に向
けての婦人の地位向
上のための将来戦略」
採択 

・「女子差別撤廃条約」
批准 

・「男女雇用機会均等
法」公布 

・「国連婦人の十年」
終年世界会議Ｎ

ＧＯフォーラムに
埼玉県婦人派遣団
参加 

1986 

(昭和 61) 

・婦人問題企画推進本
部拡充、構成全省庁
に拡大 

・婦人問題企画推進有
識者会議開催 

・「男女平等社会の確
立のための埼玉県
計画」策定 

1987 

(昭和 62) 

・「西暦２０００年に
向けての新国内行
動計画」策定 

・婦人対策課を婦人行
政課に名称変更 

・機構改革により「婦人対
策に関すること」が自治
振興課の事務分掌とな
る 

・「戸田市婦人対策連絡会
議」設置 
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1989 

(平成元) 

・法例一部改正（婚
姻・親子関係等につ
いての男性優先規
定の改正等） 

・第 1 回婦人問題を考える
つどい開催（以降毎年開
催） 

・「男女平等社会確立のた
めの戸田市計画」策定
（～平成 5 年度まで） 

・婦人問題を考えるつどい
実行委員会発足 

1990 

(平成 2) 

・国連経済社会理事会
「婦人の地位向上の
ためのナイロビ将来
戦略の実施に関する
第 1 回見直しと評価
に伴う勧告及び結論」
採択 

・「ILO 第 171 号条約
（夜業に関する条
約）」採択（ILO 総会） 

・「男女平等社会確立
のための埼玉県計
画（修正版）」策定 

・（財）埼玉県県民活
動総合センター開
館（伊奈町） 

・男女平等紙“翼”創刊号
発行（以降毎年発行） 

・婦人問題職員研修会開催 

1991 

(平成 3) 

・「西暦２０００年に
向けての新国内行
動計画（第一次改
定）」策定 

・「婦人行政課」を「女
性政策課」に名称変
更 

・行政組織規則の改正によ
り、事務分掌が「女性問
題にかかる総合的企画
及び調整に関すること」
となる 

1992 

(平成 4) 

・「育児休業法」施行 
・初の婦人問題担当大

臣設置 

・「戸田市婦人対策連絡会
議」を「戸田市女性行政
推進会議」に改正 

・「婦人問題を考えるつど
い」を「男女平等を考え
るつどい」に改称 

・男女平等啓発ポスター作
成 

・男女平等に関する市民意
識調査実施 

1993 

(平成 5) 

・国連婦人の地位向上
委員会「女性に対する
暴力に関する宣言」採
択 

・国連世界人権会議（ウ
ィーン）「ウィーン宣
言及び行動計画）」採
択 

・「パートタイム労働
法」施行 

・「戸田市女性問題懇話会」
設置：市長より諮問 

1994 

(平成 6) 

・国際家族年 
・「ILO 第 175 号条約

（パートタイム労働
に関する条約）」採択
（ILO 総会） 

・国際人口・開発会議
（カイロ）「行動計
画」採択（リプロダ
クティブ・ヘルス／
ライツ提唱） 

・総理府男女共同参画
室設置 

・内閣総理大臣の諮問
機関として男女共
同参画審議会設置 

・男女共同参画推進本
部設置 

・戸田市女性問題懇話会よ
り市長へ答申 

・「第二次男女平等社会確
立のための戸田市計画」
策定（～平成 12 年度ま
で） 

1995 

(平成 7) 

・第 4 回世界女性会議
（北京） 

・「北京宣言及び行動綱
領」採択 

・「育児休業法」の改
正（介護休業制度の
法制化） 

・ILO 第 156 号条約
を批准 

・「2001 彩の国男女
共同参画プログラ
ム」策定 

・男女平等を考えるつどい
実行委員一般公募開始 

・国際女性フォーラム・北
足立南開催（埼玉県と共
催） 

1996 

(平成 8) 

・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
2000 年ブラン」
策定 

・世界女性みらい会議
開催 

・「埼玉宣言」採択 
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1997 

(平成 9) 

・「男女共同参画審議
会設置法」施行 

・「男女雇用機会均等
法」一部改正 

・「介護保険法」公布 

・「埼玉県女性センタ
ー（仮称）基本構想
検討委員会」発足 

・女性関係行政推進会
議を男女共同参画
推進会議に改組 

・女性人材リスト作成 
・男性共生セミナー実施

（平成 10 年も実施） 
・「埼玉県戸田勤労婦人ホ

ーム」が埼玉県から戸田
市に施設移管、「戸田市
勤労女性センター」に名
称変更 

1998 

(平成 10) 

・「埼玉県女性センタ
ー（仮称）基本計画」
策定 

・組織改正により自治振興
課に文化女性係設置 

・行政組織規則の改正によ
り、事務分掌が「女性政
策の推進に関すること」
から「男女共同参画型社
会の推進に関すること」
となる 

1999 

(平成 11) 

・「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃
に関する条約選択協
定書」採択 

・エスキャップハイレ
ベル政府間会議（バ
ンコク） 

・「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 

・「改正育児・介護休
業法」全面施行 

・児童買春・児童ポル
ノ禁止法成立 

・「埼玉県女性センタ
ー（仮称）基本計画
検討委員会」発足 

・全管理職女性問題研修会
開催 

・組織改正に伴い自治振興
課からコミュニティ推
進課に課名変更 

・「勤労女性センター」が
教育委員会から総務部
コミュニティ推進課へ 

・「戸田市男女共同参画推
進会議」設置 

・男女共同参画に関する市
民意識調査実施 

・職員女性問題研修会開催
（平成 12 年以降、男女
共同参画研修会として
毎年開催） 

・女性先駆者たちの肖像画
展開催 

2000 

(平成 12) 

・国連特別総会「女性
2000 年会議」（ニュ
ーヨーク）開催 

・「男女共同参画基本
計画」策定 

・ストーカー規制法成
立 

・「埼玉県男女共同参
画推進条例」施行 

・苦情処理機関の設置 

2001 

(平成 13) 

・内閣府に男女共同参
画会議設置、男女共
同参画局設置 

・「配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護に関する法
律」施行 

・女性政策課を男女共
同参画課に名称変
更 

・「第三次戸田市男女共同
参画計画」策定（平成
20 年度まで） 

・市長より戸田市男女共同
参画推進会議へ“男女共
同参画推進のための拠
点整備について”諮問 

2002 

(平成 14) 

・「男女共同参画推進
プラン 2010」策
定 

・「埼玉県男女共同参
画推進センター
（With You さい
たま）」開設 

・戸田市男女共同参画推進
会議より市長へ“男女共
同参画推進のための拠
点整備について”提言 

2003 

(平成 15) 

・男女共同参画推進本
部決定「女性のチャ
レンジ支援策の推
進について」 

・「次世代育成支援対
策推進法」施行 

・「戸田市男女共同参画施
設検討会議」設置 

・「戸田市勤労女性センタ
ー条例」改正 

・「戸田市男女共同参画セ
ンター」に名称決定 
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2004 

(平成 16) 

・男女共同参画推進本
部決定「女性国家公
務員の採用・登用の
拡大等について」 

・「配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護に関する法
律」の一部改正及び
同法に基づく基本
方針策定 

・女性のチャレンジ支
援事業開始 

・「戸田市男女共同参画セ
ンター」の愛称が公募に
より、“ビリーブ”に決
定 

・「戸田市男女共同参画セ
ンター“ビリーブ”」開
設 

2005 

(平成 17) 

・第 49 回国連婦人の
地位委員会（国連「北
京+10」世界閣僚級
会合）開催（ニュー
ヨーク） 

・「育児休業・介護休
業等育児又は家族
介護を行う労働者
の福祉に関する法
律の一部を改正す
る法律」施行 

・「男女共同参画基本
計画（第 2 次）」策
定 

・「女性の再チャレン
ジ支援プラン」策定 

・組織改正により、男女共
同参画センターが男女
共同参画に係る施策の
総合的な企画から事業
実施に至る拠点施設と
なる 

・「男女平等を考えるつど
い」を「とだ共同参画フ
ォーラム」に改称 

2006 

(平成 18) 

・男女共同参画推進本
部決定「国の審議会
等における女性委
員の登用の促進に
ついて」 

・東アジア男女共同参
画担当大臣会合開
催 

・「女性の再チャレン
ジ支援プラン」改定 

・「配偶者等からの暴
力防止及び被害者
支援基本計画」策定 

・男女共同参画に関する市
職員意識調査実施 

・「第三次戸田市男女共同
参画計画」施策推進状況
調査実施 

2007 

(平成 19) 

・「改正男女雇用機会
均等法」一部施行 

・「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・
バランス）憲章」及
び「仕事と生活の調
和推進のための行
動指針」策定 

・「男女共同参画推進
ブラン 2010」の
一部見直し 

・男女共同参画に関する市
民意識調査実施 

2008 

(平成 20) 

・第 52 回国連婦人の
地位委員会開催（ニ
ューヨーク）、「ジェ
ンダー34平等及び女
性のエンパワーメン
トのための資金調
達」採択 

・「配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護に関する法
律の一部を改正す
る法律」施行 

・「パートタイム労働
法」一部改正法施行 

・女性キャリアセンタ
ーを開設 

・組織改正に伴いコミュニ
ティ推進課が総務部か
ら市民生活部へ移管 

2009 

(平成 21) 

 

・男女差別撤廃条約実
施状況第 6 回報告
に対する女性差別
撤廃委員会の 終
見解発表 

・「配偶者等からの暴
力防止及び被害者
支援基本計画」見直
し 

・「第四次戸田市男女共同
参画計画」策定（～平成
３０年度まで） 

・「戸田市 DV 対策庁内連
絡会議」設置 

2010 

(平成 22) 

・第 54 回国連婦人の
地位委員会「北京
+15」開催 

・「男女共同参画基本
計画（第 3 次）」閣
議決定 

・女性キャリアセンタ
ーを男女共同参画
推進センターの組
織統合 

2011 

(平成 23) 

・UN Women（ジェ
ンダー平等と女性の
エンパワーメントの
ための国連機関の略
称）正式発足 

・組織改正により、男女共
同参画センターで実施
していた「悩みごと相談
及びＤＶ相談」を福祉保
健センターへ業務移管 

                                                 
34 ジェンダー…「男らしさ」・「女らしさ」や「男の役割」・「女の役割」といった社会的・文化的につくられた性別を表す言葉です。 



86 
 

年 世界の動き 日本の動き 埼玉県の動き 戸田市の動き 

2012 

(平成 24) 

・女性に活躍による経
済活性化を推進す
る関係閣僚会議（第
1 回） 

・「埼玉県男女共同参
画基本計画」を策定 

・「配偶者等からの暴
力防止及び被害者
支援基本計画（第 3
次）」策定 

・女性キャリアセンタ
ーをウーマノミク
ス課に組織変更 

2013 

(平成 25) 

・「配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護に関する法
律の一部を改正す
る法律」施行 

・「第四次戸田市男女共同
参画計画改訂版」策定
（～平成 30 年度まで） 

2014 

(平成 26) 

・組織改正に伴いコミュニ
ティ推進課から協働推
進課へ課名変更 

2015 

(平成 27) 

・第 59 回国連婦人の
地位委員会「北京
+20」開催 

・「女性の職業生活に
おける活躍の推進
に関する法律」施行 

・「第４次男女共同参
画基本計画」閣議決
定 

・戸田市男女共同参画セン
ター「ビリーブ」閉館 

・「男女共同参画推進条例
検討市民会議」設置 

・男女共同参画推進の機能
を有する「上戸田地域交
流センター（愛称：あい
パル）」開館 

・「とだ共同参画フォーラ
ム」を「男女共同参画フ
ォーラム」に改称し、あ
いパル事業として開催 

2016 

(平成 28) 

・「戸田市男女共同参画推
進条例」を制定 

・「男女共同参画推進会議」
及び「男女共同参画推進
条例検討市民会議」を統
合する形で、「戸田市男
女共同参画推進委員会」
設置 

2017 

(平成 29) 

・「埼玉県男女共同参
画基本計画（平成
29 年度～平成 33
年度」を策定 

・「配偶者等からの暴
力防止及び被害者
支援基本計画（第４
次）」策定 

・男女共同参画に関する市
民意識調査実施 

・男女共同参画に関する職
員意識調査実施 

・「戸田市犯罪被害者等支
援条例」を制定（所管
課：防犯くらし交通課） 

2018 

(平成 30) 

・「政治分野における
男女共同参画の推
進に関する法律」施
行 

・「女性人材リスト」から
「男女共同参画人材リ
スト」に改称 

・「戸田市犯罪被害者等支
援庁内連絡会議」設置
（これに伴い「戸田市
DV 対策庁内連絡会議」
廃止） 

・「第五次戸田市男女共同
参画計画」策定（～平成
40（2028）年度まで） 
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女子差別撤廃条約（抄） 

正式名称：女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

昭和 54（1979）年 12 月 18 日国際連合採択 昭和 60（1985）年 6 月 25 日批准条約第 7 号 

 

この条約の締約国は、 

 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男

女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留

意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであ

るとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生ま

れながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平

等であること並びにすべての人は性による差別その他のいか

なる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享

有することができることを宣明していることに留意し、 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、

文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の

権利を確保する義務を負っていることに留意し、 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の

権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等

を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に

対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、 

 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の

尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で

自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上

で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害

するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役

立てるために完全に開発することを一層困難にするものであ

ることを想起し、 

 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用の

ための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機

会が も少ないことを憂慮し、 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の

平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植

民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並

びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であ

ることを強調し、 

 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべて

の国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相

互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重

かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国

間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国

の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民

の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権

及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進

し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確

認し、 

 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あら

ゆる分野において女子が男子と平等の条件で 大限に参加す

ることを必要としていることを確信し、 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められ

ていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに

家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産

における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の

養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であ

ることを認識し、 

 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とと

もに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であるこ

とを認識し、 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸

原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形

態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、 

 次のとおり協定した。 

 

第 1 部〔総論〕 

 

第１条〔女子差別の定義〕 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく

区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文

化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻

をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎とし

て人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを

害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

 

第２条〔締約国の差別撤廃義務〕 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女

子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、

かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のこ

とを約束する。 

（ａ） 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法

令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、

男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当

な手段により確保すること。 

（ｂ） 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法

その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとるこ

と。 

（ｃ） 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎と

して確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の

公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子

を効果的に保護することを確保すること。 

（ｄ） 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も

差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従っ

て行動することを確保すること。 

（ｅ） 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとること。 

（ｆ） 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習

及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な

措置（立法を含む。）をとること。 

（ｇ） 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定

を廃止すること。 

 

第３条〔女子の完全な発展・向上の確保〕 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的

及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎

として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障

することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確

保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

 

第４条〔差別とならない特別措置〕 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とす
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る暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差

別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる

意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けるこ

ととなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平

等の目的が達成された時に廃止されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（こ

の条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別と解し

てはならない。 

 

第 5 条〔役割分担の否定〕 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 

（ａ） 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又

は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その

他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的

及び文化的な行動様式を修正すること。 

（ｂ） 家庭についての教育に、社会的機能としての母性

についての適正な理解並びに子の養育及び発育におけ

る男女の共同責任についての認識を含めることを確保

すること。あらゆる場合において、子の利益は 初に

考慮するものとする。 

 

第 6 条〔売買・売春から搾取の禁止〕 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春から

の搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。 

 

第 2 部〔公的生活に関する権利〕 

 

第 7 条〔政治的・公的活動における平等〕 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対す

る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、

特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。 

（ａ）  あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利

並びにすべての公選による機関に選挙される資格を有

する権利 

（ｂ） 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに

政府のすべての段階において公職に就き及びすべての

公務を遂行する権利 

（ｃ）  自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機

関及び非政府団体に参加する権利 

 

第 8 条〔国際的活動への参加の平等〕 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動

に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかつい

かなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

第 9 条〔国籍に関する平等〕 

１  締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対

して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人

との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国

籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制する

こととならないことを確保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の

権利を与える。 

 

第 3 部〔社会生活に関する権利〕 

 

第 10 条〔教育における差別撤廃〕 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等

の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基

礎として次のことを確保することを目的として、女子に対す

る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

（ａ） 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における

職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同

一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、

技術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる

種類の職業訓練において確保されなければならない。 

（ｂ） 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格

を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備

を享受する機会 

（ｃ） すべての段階及びあらゆる形態の教育における男

女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この

目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を

奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指

導計画を改訂すること並びに指導方法を調整すること

により行うこと。 

（ｄ） 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

（ｅ） 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画

を含む。）、特に、男女間に存在する教育上の格差をで

きる限り早期に減少させることを目的とした継続教育

計画を利用する同一の機会 

（ｆ） 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退

学した女子のための計画を策定すること。 

（ｇ） スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会 

（ｈ） 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的

情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受

する機会 

 

第 11 条〔雇用における差別撤廃〕 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次

の権利を確保することを目的として、雇用の分野における

女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を

とる。 

（ａ） すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権

利 

（ｂ） 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の

適用を含む。）についての権利 

（ｃ） 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障な

らびに労働に係るすべての給付及び条件についての権

利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及

び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

（ｄ） 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）

及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に

関する取扱いの平等についての権利 

（ｅ） 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢

その他の労働不能の場合における社会保障）について

の権利及び有給休暇についての権利 

（ｆ） 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の

保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別

を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保

するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。 

（ａ） 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をし

ているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して

禁止すること。 

（ｂ） 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、

従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を

伴わない母性休暇を導入すること。 
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（ｃ） 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への

参加とを両立させることを可能とするために必要な補

助的な社会的サ－ビスの提供を、特に保育施設網の設

置及び充実を促進することにより奨励すること。 

（ｄ） 妊娠中の女子に有害であることが証明されている

種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護

を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び

技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に

応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。 

 

第 12 条〔保健における差別撤廃〕 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス（家族

計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保するこ

とを目的として、保健の分野における女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、

分娩及び産後の期間中の適当なサ－ビス（必要な場合には

無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を

確保する。 

 

第 13 条〔経済的・社会的活動における差別撤廃〕 

 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の

権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活

動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。 

（ａ） 家族給付についての権利 

（ｂ） 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用に

ついての権利 

（ｃ） レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面に

おける文化的活動に参加する権利 

 

第 14 条〔農村女子に対する差別撤廃〕 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の

経済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化され

ていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れる

ものとし、農村の女子に対するこの条約の適用を確保する

ためのすべての適当な措置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の

開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受ける

ことを確保することを目的として、農村の女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、

特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。 

（ａ） すべての段階における開発計画の作成及び実施に

参加する権利 

（ｂ） 適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、カ

ウンセリング及びサ－ビスを含む。）を享受する権利 

（ｃ） 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

（ｄ） 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正

規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用

的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、すべて

の地域サ－ビス及び普及サ－ビスからの利益を享受す

る権利 

（ｅ） 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通

じて得るために、自助的集団及び協同組合を組織する

権利 

（ｆ） あらゆる地域活動に参加する権利 

（ｇ） 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術

を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植

計画において平等な待遇を享受する権利 

（ｈ） 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水

の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する権

利 

 

第 4 部〔私的生活に関する権利〕 

 

第 15 条〔法の前の男女平等〕 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認め

る。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的

能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の

機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を

管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与え

るものとし、裁判所における手続のすべての段階において

女子を男子と平等に取り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を

有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のい

かんを問わない。）を無効とすることに同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由

に関する法律において男女に同一の権利を与える。 

 

第 16 条〔婚姻・家族関係における差別撤廃〕 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につい

て女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置

をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のこと

を確保する。 

（ａ） 婚姻をする同一の権利 

（ｂ） 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意の

みにより婚姻をする同一の権利 

（ｃ） 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

（ｄ） 子に関する事項についての親（婚姻をしているか

いないかを問わない。）としての同一の権利及び責任。

あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

（ｅ） 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって

決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能

にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 

（ｆ） 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類

する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権

利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上

である。 

（ｇ） 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択

する権利を含む。） 

（ｈ） 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有

し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分するこ

とに関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、

また、婚姻 低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録

を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）が

とられなければならない。 

 

第 5 部〔女子に対する差別の撤廃に関する委員会〕 

 

第 17 条〔女子差別撤廃委員会〕 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女

子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は

十八人の、三十五番目の締約国による批准又は加入の後は

二十三人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野
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において十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、

締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、

個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委

員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明

形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。 

 〔2～9 略〕 

 

第 18 条〔締約国の報告義務〕 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった

立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置に

よりもたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討

のため、国際連合事務総長に提出することを約束する。 

（ａ） 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時か

ら一年以内 

（ｂ） その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要

請するとき。 

2  報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を

及ぼす要因及び障害を記載することができる。 

〔第 19 条、第 20 条略〕 

 

第 21 条〔委員会の報告・提案・勧告〕 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年

国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た

報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有す

る勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性

格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意

見とともに、委員会の報告に記載する。 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、

婦人の地位委員会に送付する。 

〔第 22 条、第 6 部略〕 

 

 

 

 



91 
 

男女共同参画社会基本法 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号（同日公布、施行） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、

なお一層の努力が必要とされている。  

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国

の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。  

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する 重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の推進を図っていくことが重要である。  

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。  

 

第１章 総則  

 

（目的）  

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、

基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女

共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを

目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成するこ

とをいう。  

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

 

（男女の人権の尊重）  

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確

保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨と

して、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ

る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映

して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない

影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して

及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮され

なければならない。  

 

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は

民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画す

る機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。  

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての

役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこ

とができるようにすることを旨として、行われなければな

らない。  

 

（国際的協調）  

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における

取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同

参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければなら

ない。  

 

（国の責務）  

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。  

 

（地方公共団体の責務）  

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ

の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。  

 

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 
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第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての報告を提出しなければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これ

を国会に提出しなければならない。  

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策 

  

（男女共同参画基本計画）  

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同

参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ

ればならない。  

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ

ばならない。  

5 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について

準用する。  

 

（都道府県男女共同参画計画等）  

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県

男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。  

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項  

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同

参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよ

うに努めなければならない。  

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は

市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。  

 

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する

に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければ

ならない。  

 

（国民の理解を深めるための措置）  

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基

本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じ

なければならない。  

 

（苦情の処理等）  

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及

ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要

な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画

社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合

における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけ

ればならない。  

 

（調査研究）  

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査

研究を推進するように努めるものとする。  

 

（国際的協調のための措置）  

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下

に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換そ

の他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の

円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画

社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報

の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。  

 

第３章 男女共同参画会議  

 

（設置）  

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。  

 

（所掌事務）  

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規定

する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。  

 

（組織）  
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第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組織す

る。  

 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

2 議長は、会務を総理する。  

 

（議員）  

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の

10 分の５未満であってはならない。 

3 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満であ

ってはならない。  

4 第１項第２号の議員は、非常勤とする。  

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。  

 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調

査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明そ

の他必要な協力を求めることができる。  

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある

と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。  

 

（政令への委任）  

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定め

る。  

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。  

 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置

法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定により

置かれた男女共同参画審議会は、第 21 条第 1 項の規定に

より置かれた審議会となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 4 条第 1 項の

規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者

は、この法律の施行の日に、第 23 条第 1 項の規定により、

審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合に

おいて、その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第 2 項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置

法第４条第２項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の

規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者

又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、

それぞれ、この法律の施行の日に、第 24 条第１項の規定

により審議会の会長として定められ、又は同条第３項の規

定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名さ

れたものとみなす。  

 

附 則 （平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号） 抄  

（施行期日）  

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11

年法律第 88 号）の施行の日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

〔後略〕  

 

附 則 （平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 抄  

（施行期日）  

第１条 この法律〔中略〕は、平成 13 年 1 月 6 日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。〔後略〕 
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埼玉県男女共同参画推進条例 

平成 12 年３月 24 日 

埼玉県条例第 12 号 

 

個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれており、

男女平等の実現については、国際婦人年以来、国際連合が「平

等・開発・平和」の目標を掲げ、各国が連帯して取り組んで

いる。また、あらゆる分野における女性に対する差別の解消

を目指して、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約を軸に男女平等のための取組が積極的に展開され、国

内及び県内においても進められてきた。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに

基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成に

は多くの課題が残されている。 

一方、現在の経済・社会環境は、急激な少子・高齢化の進

展をはじめ、情報化、国際化など多様な変化が生じている。 

特に、埼玉県においては、核家族世帯率が高く、女性の労

働力率が出産・子育て期に大きく低下する傾向があり、また、

男性は通勤時間が長く、家事・育児・介護等の家庭生活にお

ける参画が必ずしも十分ではない。 

こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会を築いてい

くためには、男女が、社会的文化的に形成された性別の概念

にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、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が重要である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指すこと

を決意し、男女共同参画の推進についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し、男女共同参画を総合的かつ計画的に

推進することにより、豊かで活力ある 21 世紀の埼玉を築く

ため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念

を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、並びに

男女共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定

めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進

し、もって豊かで活力ある地域社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うことをいう。  

二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を是正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。 

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相

手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動によ

り相手方の生活環境を害することをいう。  

 

（基本理念） 

第 3 条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が

重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるか

を問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が

個人として能力を発揮する機会が確保されること、女性に

対する暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重さ

れることを旨として、行われなければならない。 

2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な

役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が男女の社

会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことの

ないよう配慮されなければならない。 

3 男女共同参画の推進は、県における政策又は民間の団体

における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する

機会が確保されることを旨として、行われなければならな

い。 

4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の

協力と社会の支援の下に、子育て、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に参

画することができるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

5 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関する

健康と権利が尊重されることを旨として、行われなければ

ならない。 

6 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取

組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参

画の推進は、国際的な協力の下に行われなければならない。 

 

（県の責務） 

第 4 条 県は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置

付け、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格

差是正措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実

施するものとする。 

2 県は、男女共同参画の推進に当たり、市町村、事業者及

び県民と連携して取り組むものとする。 

3 県は、第一項に規定する施策を総合的に企画し、調整し、

及び推進するために必要な体制を整備するとともに、財政

上の措置等を講ずるように努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第 5 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行

うに当たっては、男女が共同して参画することができる体

制の整備に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女

共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなけれ

ばならない。 

 

（県民の責務） 

第 6 条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野に、自ら積極的に参画す

るとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に協力するように努めなければならない。 

 

（性別による権利侵害の禁止） 

第 7 条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、

女性に対する暴力を行ってはならない。 

2 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セク

シュアル・ハラスメントを行ってはならない。 
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（公衆に表示する情報に関する留意） 

第 8 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による

固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び

連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように

努めなければならない。 

 

（県の施策） 

第 9 条 県は、本県の特性を踏まえ、男女共同参画を推進す

るため、次に掲げる施策等を行うものとする。 

一 男女が共に家庭生活及び職業生活を両立することが

できるように、その支援を行うように努めること。 

二 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する事業

者及び県民の理解を深めるとともに、学校教育をはじめ

とするあらゆる分野の教育において、男女共同参画を促

進するための措置を講ずるように努めること。  

三 あらゆる分野における活動において、男女間に参画す

る機会の格差が生じている場合、事業者及び県民と協力

し、積極的格差是正措置が講ぜられるように努めること。 

四 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合に

あっては、積極的格差是正措置を講ずることにより、で

きる限り男女の均衡を図ること。 

五 女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントの

防止に努め、並びにこれらの被害を受けた者に対し、必

要に応じた支援を行うように努めること。 

六 男女共同参画の取組を普及させるため、当該取組を積

極的に行っている事業者の表彰等を行うこと。 

七 民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動

に資するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずる

こと。 

八 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事

項及び男女共同参画の推進を阻害する問題についての

調査研究を行うこと。  

 

（埼玉県男女共同参画審議会） 

第 10 条 埼玉県男女共同参画審議会（第 12 条第 3 項にお

いて「審議会」という。）は、男女共同参画の推進に資する

ために、次に掲げる事務を行う。 

一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本

的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議すること。  

二 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につい

て、必要に応じ、調査し、及び知事に意見を述べること。  

 

（総合的な拠点施設の設置） 

第 11 条 県は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を実

施し、並びに県民及び市町村による男女共同参画の取組を

支援するための総合的な拠点施設を設置するものとする。 

 

（基本計画の策定） 

第 12 条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関す

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、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に

関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項 

3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民の意見

を聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。 

4 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公

表するものとする。 

5 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

（苦情の処理） 

第 13 条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害

する要因によって人権が侵害された場合の事案について、

県内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者（次項

において「県民等」という。）からの申出を適切かつ迅速に

処理するための機関を設置するものとする。 

2 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施

策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められ

る施策について苦情がある場合、又は男女共同参画の推進

を阻害する要因によって人権を侵害された場合には、前項

の機関に申し出ることができる。 

3 第 1 項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨の申

出があった場合において、必要に応じて、前項の施策を行

う機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他

の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要がある

と認めるときは、当該機関に是正その他の措置をとるよう

に勧告等を行うものとする。 

4 第１項の機関は、第２項の規定に基づき人権を侵害され

た旨の申出があった場合において、必要に応じて、関係者

に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、

必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要

望等を行うものとする。 

 

（年次報告） 

第 14 条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女

共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする報

告書を作成し、及び公表するものとする。 

 

（委任） 

第 15 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。附則この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。

ただし、第 13 条の規定は、同年 10 月 1 日から施行する。 
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男女雇用機会均等法（抄） 

正式名称：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

昭和 47 年法律第 113 号 

終改正：平成 29 年法律第 45 号 

 

第 1 章 総則 

 

（目的） 

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） 

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。 

 

（啓発活動） 

第 3 条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を

深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、

必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第 4 条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針

（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定め

るものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のと

おりとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の

動向に関する事項 

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等について講じようとする施策の基本となるべき事

項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性

労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考

慮して定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定め

るに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴

くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定め

たときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 

６ 前 2 項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更

について準用する。 

 

第 2 章 雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等 

 

第 1 節 性別を理由とする差別の禁止等 

 

（性別を理由とする差別の禁止） 

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 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。 

一 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 

二 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 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 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） 

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） 

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禁止等） 

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一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。 

 

（指針） 

第 10 条 厚生労働大臣は、第 5 条から第 7 条まで及び前条

第 1 項から第 3 項までの規定に定める事項に関し、事業主

が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」

という。）を定めるものとする。 

２ 第 4 条第 4 項及び第 5 項の規定は指針の策定及び変更
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について準用する。この場合において、同条第 4 項中「聴

くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」

と読み替えるものとする。 

 

第 2 節 事業主の講ずべき措置 

 

（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） 

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。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき

措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要

な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとす

る。 

３ 第 4 条第 4 項及び第 5 項の規定は、指針の策定及び変

更について準用する。この場合において、同条第 4 項中「聴

くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」

と読み替えるものとする。 

 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に

関する雇用管理上の措置） 

第 11 条の 2 事業主は、職場において行われるその雇用す

る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出

産したこと、労働基準法第 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に関する言動により当該女性労働

者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者

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。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき

措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要

な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとす

る。 

３ 第 4 条第 4 項及び第 5 項の規定は、指針の策定及び変

更について準用する。この場合において、同条第 4 項中「聴

くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」

と読み替えるものとする。 

 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

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 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。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき

措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要

な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとす

る。 

３ 第 4 条第 4 項及び第 5 項の規定は、指針の策定及び変

更について準用する。この場合において、同条第 4 項中「聴

くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」

と読み替えるものとする。 

 

第 3 節 事業主に対する国の援助 

 

第 14 条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇が確保されることを促進するため、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する次に掲げる措置を

講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、

相談その他の援助を行うことができる。 

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況

の分析 

二 前号の分析に基づき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

するに当たって必要となる措置に関する計画の作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 

四 前 3 号の措置を実施するために必要な体制の整備 

五 前各号の措置の実施状況の開示 

 

第 3 章 紛争の解決 

 

第 1 節 紛争の解決の援助 

（苦情の自主的解決） 

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。 

 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第 16 条 第 5 条から第 7 条まで、第 9 条、第 11 条第 1

項、第 11 条の 2 第 1 項、第 12 条及び第 13 条第 1 項

に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争につ

いては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平

成 13 年法律第 112 号）第 4 条、第 5 条及び第 12 条か

ら第 19 条までの規定は適用せず、次条から第 27 条まで

に定めるところによる。 

 

（紛争の解決の援助） 

第 17 条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、

当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助

を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な

助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由とし

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 2 節 調停 

 

（調停の委任） 

第 18 条 都道府県労働局長は、第 16 条に規定する紛争（労

働者の募集及び採用についての紛争を除く。）について、当

該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は
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一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決

のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の

解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛争調整委員会

（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとする。 

２ 前条第 2 項の規定は、労働者が前項の申請をした場合に

ついて準用する。 

 

（調停） 

第 19 条 前条第一項の規定に基づく調停（以下この節にお

いて「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじ

め指名する。 

 

第 20 条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、

関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

２ 委員会は、第 11 条第 1 項及び第 11 条の 2 第 1 項に

定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る

調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方

の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る

職場において性的な言動又は同項に規定する言動を行った

とされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

 

第 21 条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要

があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労

働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指

名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する

者から当該事件につき意見を聴くものとする。 

 

第 22 条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しそ

の受諾を勧告することができる。 

 

第 23 条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解

決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることが

できる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、

その旨を関係当事者に通知しなければならない。 

 

（時効の中断） 

第 24 条 前条第 1 項の規定により調停が打ち切られた場合

において、当該調停の申請をした者が同条第 2 項の通知を

受けた日から 30 日以内に調停の目的となった請求につい

て訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の

申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 

 

（訴訟手続の中止） 

第 25 条 第 18 条第 1 項に規定する紛争のうち民事上の紛

争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合

において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、

関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、

4 月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をす

ることができる。 

一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施

されていること。 

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によ

って当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことがで

きる。 

３ 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第

1 項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てる

ことができない。 

（資料提供の要求等） 

第 26 条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決

のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

 

（厚生労働省令への委任） 

第 27 条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必

要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第４章 雑則 

 

（調査等） 

第 28 条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそ

れぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものと

する。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関

の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることが

できる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事

から必要な調査報告を求めることができる。 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 29 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ

ると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助

言、指導若しくは勧告をすることができる。 

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任す

ることができる。 

 

（公表） 

第 30 条 厚生労働大臣は、第 5 条から第 7 条まで、第 9

条第 1 項から第 3 項まで、第 11 条第 1 項、第 11 条の

2 第 1 項、第 12 条及び第 13 条第 1 項の規定に違反して

いる事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場

合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 
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女性活躍推進法（抄） 

正式名称：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成 27 年法律第 64 号 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第 7 条） 

第２節 一般事業主行動計画（第８条—第 14 条） 

第３節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 16

条・第 17 条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置（第 18 条—第 25 条） 

第５章 雑則（第 26 条—第 28 条） 

第６章 罰則（第 29 条—第 34 条） 

附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発

揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業

生活における活躍」という。）が一層重要となっているこ

とに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第

78 号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地

方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基

本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するための支援措置等について定めるこ

とにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的

に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少

子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活に

おける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意

思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す

る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他

の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を

通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職

場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮でき

るようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む

女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に

関する事由によりやむを得ず退職することが多いことそ

の他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を

踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互

の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環

境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑か

つ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなけ

ればならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性

の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重

されるべきものであることに留意されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生

活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第５

条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を

策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する

機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよ

う努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなけ

ればならない。 

 

第２章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施

するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的

な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項 

四 前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における

活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の
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区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画（以下この条において「都道府県

推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められてい

るときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市

町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推

進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

 

第１節 事業主行動計画策定指針 

 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業

主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を

総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針

に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び

第 15 条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項にお

いて「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指

針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項に

つき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるもの

とする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行

動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業

主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が 300

人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以

下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のそ

の事業における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合において、

前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女

性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを労働者に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に

基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につい

て、それぞれ準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定によ

る届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省

令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組

の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働

省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第 20

条第１項において「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引

に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定め

るもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同

項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

 

（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のい

ずれかに該当するときは、第９条の認定を取り消すことが

できる。 

一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 
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第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の

募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業

主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条第１項及び第３項

の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用

しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により

設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省

令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又

は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に

該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事

業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助

を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣

が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で

定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する

基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取

り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、

募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関

する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に

届け出なければならない。 

５ 職業安定法第 37 条第２項の規定は前項の規定による届

出があった場合について、同法第５条の３第１項及び第３

項、第５条の４、第 39 条、第 41 条第２項、第 48 条の

３、第 48 条の４、第 50 条第１項及び第２項並びに第 51

条の２の規定は前項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者について、同法第 40 条の規定は同項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する

報酬の供与について、同法第 50 条第３項及び第４項の規

定はこの項において準用する同条第２項に規定する職権

を行う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第 37 条第２項中「労働者の募集を行おうとする

者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律第 12 条第４項の規定による届出をして労働者の

募集に従事しようとする者」と、同法第 41 条第２項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるの

は「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36 条第２項及び第 42 条の２の規定の適

用については、同法第 36 条第２項中「前項の」とあるの

は「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法

第 42 条の２中「第 39 条に規定する募集受託者」とある

のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成 27 年法律第 64 号）第 12 条第４項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の

相談及び援助の実施状況について報告を求めることがで

きる。 

 

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対

して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、

かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指

導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図

るものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 14 条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により

一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又は

これらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般

事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は

一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよ

うに相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第３節 特定事業主行動計画 

 

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれ

らの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）

は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針

に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する

計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければ

ならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用

した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女

性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業

生活における活躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項第２号の目標につ

いては、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて

定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置

を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計

画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施

するとともに、特定事業主行動計画に定められ 

た目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第１6 条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

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

しなければならない。 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で

定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよ

う努めなければならない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 17 条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資す

るよう、その事務及び事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第 18 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営

もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談

に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部

を、その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することができ

る。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第 19 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第 20 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資す

るため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特

別の法律によって設立された法人であって政令で定める

ものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正

な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業

生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般

事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の

受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものと

する。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよう

に努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、そ

の協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に資するよう、国内外における女性の職業生活にお

ける活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及

び提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第 23 条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活

における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び

地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」と

いう。）は、第 18 条第１項の規定により国が講ずる措置

及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置

に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進

に有用な情報を活用することにより、当該区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的

かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構

成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するこ

とができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域

内において第 18 条第３項の規定による事務の委託がされ

ている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員と

して加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき

は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることがで

きる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項に

おいて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ること

により、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地

域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣

府令で定めるところにより、その旨を公表しなければなら

ない。 

 

（秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従

事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ

ると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業主に

対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をする

ことができる。 

 

（権限の委任） 

第 27 条 第８条から第 12 条まで及び前条に規定する厚生

労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 
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（政令への委任） 

第 28 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施の

ため必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

 

第 29 条 第 12 条第５項において準用する職業安定法第

41 条第２項の規定による業務の停止の命令に違反して、

労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は 100

万円以下の罰金に処する。 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

一 第 18 条第４項の規定に違反した者 

二 第 24 条の規定に違反した者 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の

懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。 

一 第 12 条第４項の規定による届出をしないで、労働者

の募集に従事した者 

二 第12条第５項において準用する職業安定法第37条

第２項の規定による指示に従わなかった者 

三 第12条第５項において準用する職業安定法第39条

又は第 40 条の規定に違反した者 

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以

下の罰金に処する。 

一 第 10 条第２項の規定に違反した者 

二 第12条第５項において準用する職業安定法第50条

第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

者 

三 第12条第５項において準用する職業安定法第50条

第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しく

は虚偽の陳述をした者 

第 33 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第

29 条、第 31 条又は前条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。 

第 34 条 第 26 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、20 万円以下の過料に処する。 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３

章（第７条を除く。）、第５章（第 28 条を除く。）及び第

６章（第 30 条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定

は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成 38 年３月 31 日限り、その効力

を失う。 

２ 第 18 条第３項の規定による委託に係る事務に従事して

いた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条

第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有

する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第 24 条の規定（同条に係る罰則

を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第１項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合にお

いて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

〔後略〕 
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ＤＶ防止法 

正式名称：配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成 13 年法律第 31 号 

終改正：平成 26 年法律第 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） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶

者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であ

って生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）

又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下こ

の項及び第 28 条の２において「身体に対する暴力等」と

総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受

けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を

受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」

には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入るこ

とを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止す

るとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適

切な保護を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び

厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務

大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並び

に次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１

項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の

指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようと

するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において

「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村

基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基

本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本

計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他

の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所そ

の他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談

支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を

果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものと

する。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずるこ

と又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介する
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こと。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心

理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、

被害者及びその同伴する家族。次号、第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。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業

の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等につ

いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。 

五 第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。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報

の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。 

４ 前項第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） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を

行うことができる。 

 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を

行うことができる。 

 

第３章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者か

らの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）

を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談

支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなら

ない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認

められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報することができる。この場合

において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）の秘密漏示罪の規定そ

の他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規定によ

り通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認

められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力

相談支援センター等の利用について、その有する情報を提

供するよう努めなければならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明

等） 

第 7 条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通

報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、

第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが

行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必

要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われ

ていると認めるときは、警察法（昭和 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り、暴力の制止、被害者の保

護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止する

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本

部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本

部長。第 15 条第３項において同じ。）又は警察署長は、配

偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力に

よる被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出が

あり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの

暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定める

ところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するため

に必要な援助を行うものとする。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に定め

る福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」とい

う。）は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）、児童

福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）、母子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）その他の法令の

定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉

事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関

は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が

行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努め

るものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の

職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、

適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

 

（保護命令） 

第 10 条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える

旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）

を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者

からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては

配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体

に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。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
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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。 

一 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。 

二 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月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に

掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものと

する。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合

を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用

いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後 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。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を

催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置

くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態

に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知

り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、

図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に

置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年

に達しない子（以下この項及び次項並びに第 12 条第１項

第３号において単に「子」という。）と同居しているときで

あって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動

を行っていることその他の事情があることから被害者がそ

の同居している子に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため必要があると認めるときは、

第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して 6 月を経過する日までの間、当該

子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の

場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、

当該子が 15 歳以上であるときは、その同意がある場合に

限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の

親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する

者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者

を除く。以下この項及び次項並びに第 12 条第１項第４号

において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗

野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があるこ

とから被害者がその親族等に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため必要があると認める

ときは、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又

は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は

身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命

令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場

所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の 15 歳未満の子

を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が

15 歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、

その法定代理人の同意）がある場合に限り、することがで

きる。 

 

（管轄裁判所） 

第 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。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫が行われた地 

 

（保護命令の申立て） 

第 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。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受け

る身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時

における事情 

三 第 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
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ため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情 

四 第 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 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があると

きは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職

員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び

場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内

容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イか

らニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、

同項第１号から第４号までに掲げる事項についての申立人

の供述を記載した書面で公証人法（明治 41 年法律第 53

号）第 58 条ノ２第１項の認証を受けたものを添付しなけ

ればならない。 

 

（迅速な裁判） 

第 13 条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件について

は、速やかに裁判をするものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第 14 条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこと

ができる審尋の期日を経なければ、これを発することがで

きない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申

立ての目的を達することができない事情があるときは、こ

の限りでない。 

２ 申立書に第 12 条第１項第５号イからニまでに掲げる事

項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談

支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談

し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対し

て執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるもの

とする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるもの

とする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者

暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人か

ら相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職

員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関

して更に説明を求めることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第 15 条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付

さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定を

する場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が

出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによ

って、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにそ

の旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視

総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相

談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保

護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第

12 条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載があ

るときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した

旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者

暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、

申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を

求めた日時が も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長

に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

（即時抗告） 

第 16 条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即

時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原

因となることが明らかな事情があることにつき疎明があっ

たときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告に

ついての裁判が効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） 

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項及び前条第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立て） 

第 18 条 第 10 条第１項第２号の規定による命令が発せら

れた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由

とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったとき

は、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居か

ら転居しようとする被害者がその責めに帰することのでき

ない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から

起算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完

了することができないことその他の同号の規定による命令

を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限

り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発

することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ず

ると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第 12 条の規定の適用

については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げ

る事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５号に掲げる

事項並びに第 18 条第１項本文の事情」と、同項第５号中

「前各号に掲げる事項」とあるのは「第１号及び第２号に

掲げる事項並びに第 18 条第１項本文の事情」と、同条第

2 項中「同項第１号から第４号までに掲げる事項」とある

のは「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第 18 条

第１項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第 19 条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判

所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正

本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明

書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっ

ては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を

呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保

護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第 20 条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区

域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこ

とができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは

地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第 12 条

第２項（第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

 

（民事訴訟法の準用） 

第 21 条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命

令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民

事訴訟法（平成８年法律第 109 号）の規定を準用する。 

 

（ 高裁判所規則） 

第 22 条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する

手続に関し必要な事項は、 高裁判所規則で定める。 

 

第５章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第 23 条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁

判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」

という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状

況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障

害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならな

い。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人

権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるため

に必要な研修及び啓発を行うものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第 24 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努める

ものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第 25 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指

導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等

に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の

養成及び資質の向上に努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対

し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第 27 条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけ

ればならない。 

一 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行

う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を

除く。） 

二 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行

う一時保護（同条第４項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要す

る費用 

三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人

相談員が行う業務に要する費用 

四 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談

員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

 

（国の負担及び補助） 

第 28 条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前

条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及

び第２号に掲げるものについては、その 10 分の５を負担

するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の

10 分の 5 以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用の

うち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

 

（この法律の準用） 

第 28 条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、

生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に

類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係に

ある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対す
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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 保護命令（前条において読み替えて準用する第十

条第１項から第４項までの規定によるものを含む。次条に

おいて同じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は 100

万円以下の罰金に処する。 

第 30 条 第 12 条第１項（第 18 条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第 28 条の２において

読み替えて準用する第 12 条第１項（第 28 条の２におい

て準用する第 18 条第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、

10 万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した

日から施行する。ただし、第２章、第６条（配偶者暴力相

談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第 27 条

及び第28条の規定は、平成14年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 平成 14 年３月 31 日までに婦人相談所に対し被害

者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は

援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの

保護命令の申立てに係る事件に関する第 12 条第１項第４

号並びに第 14 条第２項及び第３項の規定の適用について

は、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあ

るのは、「婦人相談所」とする。 

 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３年

を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加

えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの

とする。 

 

附 則 （平成 16 年６月２日法律第 64 号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した

日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次

項において「旧法」という。）第 10 条の規定による命令の

申立てに係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

２ 旧法第 10 条第２号の規定による命令が発せられた後に

当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を

理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）

第 10 条第１項第２号の規定による命令の申立て（この法

律の施行後 初にされるものに限る。）があった場合におけ

る新法第 18 条第１項の規定の適用については、同項中「２

月」とあるのは、「２週間」とする。 

 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３年を目

途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成 19 年７月 11 日法律第 113 号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した

日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第

10 条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による

命令に関する事件については、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成 25 年７月３日法律第 72 号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日か

ら施行する。 

 

附 則 （平成 26 年４月 23 日法律第 28 号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 27 年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 略 

二 第２条並びに附則第３条、第７条から第 10 条まで、

第 12 条及び第 15 条から第 18 条までの規定 平成

26 年 10 月 1 日 
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戸田市犯罪被害者等支援条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、

基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を

明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の

ための基本となる事項を定めることにより、犯

罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進

し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及

び回復を図り、安全で安心して暮らすことがで

きる地域社会の実現に寄与することを目的と

する。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った

者及びその家族又は遺族をいう。 

(3) 関係機関等 国、埼玉県、警察その他の

関係機関並びに犯罪被害者等の支援を行

う公共的団体及び民間の団体をいう。 

(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、

又は通学する者及び市内において組織す

る団体をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が

被害を受けたときから再び平穏な生活を営む

ことができるようになるまでの間、被害の状況

及び原因、日常生活への影響その他の事情に応

じ、適切に途切れることなく行われるものとす

る。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉

又は生活の平穏を害することのないよう行わ

れるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個

人情報の適正な取扱いの確保に 大限配慮し

て行わなければならない。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっと

り、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

２ 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、

関係機関等との連携協力を図るものとする。 

 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活

の平穏を害することのないよう十分配慮する

とともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被

害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、こ

れに協力するよう努めなければならない。 

 

（相談及び情報の提供等） 

第６条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会

生活を円滑に営むことができるようにするた

め、犯罪被害者等が直面している各般の問題に

ついて相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行

うものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うた

めの窓口を設置するものとする。 

 

（市民等の理解の増進） 

第７条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、

犯罪被害者等の支援の重要性等について市民

等の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（民間支援団体への支援） 

第８条 市は、犯罪被害者等の支援活動を行う民

間の団体に対し、その活動の促進を図るため、

活動に必要な情報の提供、助言その他の必要な

支援を行うものとする。 

 

（意見の聴取） 

第９条 市は、市が実施する犯罪被害者等の支援

が適切に実施されるよう、犯罪被害者等及び関

係機関等から意見を聴くものとする。 

 

（人材の育成） 

第１０条 市は、犯罪被害者等が適切な支援を受

けられるよう、相談、情報の提供その他の犯罪

被害者等の支援を担う人材を育成するため、研

修その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか必要な

事項は、市長が定める。 

    

附 則 

 この条例は、平成２９年１２月１日から施行す

る。 



111 
 

戸田市犯罪被害者等支援庁内連絡会議要綱 

平成 30 年 11 月 1 日市長決裁 

 

（目的) 

第１条 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響

を及ぼす行為により害を被った者及びその家族

又は遺族（以下「犯罪被害者等」という。）を庁

内関係各課において支援するにあたり、必要な情

報の共有を図るため、戸田市犯罪被害者等支援庁

内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務) 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 犯罪被害者等の支援に関して各担当者間の

緊密な連携及び必要な情報の共有を図ること。 

(2) 犯罪被害者等の支援に関係する機関、団体

等と連携し、必要な情報の交換を行うこと。 

(3) その他犯罪被害者等の支援のために必要

な事項に関すること。  

 

（構成) 

第３条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組

織する。 

(1) 市民生活部防犯くらし交通課長 

(2) 別表に掲げる所属の長がその所属の中か

ら指名する者 

２ 連絡会議の会長は、市民生活部防犯くらし交

通課長をもって充て、副会長は市民生活部協働

推進課の委員をもって充てる。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、副会長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 連絡会議の会議（以下「会議」という。）

は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 第３条第１項第２号に掲げる委員が会議に

出席できないときは、当該委員が所属する所属

の長がその所属の中から指名する者が代理と

して出席できるものとする。 

３ 会長が必要と認めるときは、関係者に対して

会議への出席又は資料の提出を求め、意見又は

説明を聴くことができる。 

 

（秘密の保持） 

第５条 会議の出席者は、連絡会議の職務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

 

（庶務) 

第６条 連絡会議の庶務は、市民生活部防犯くら

し交通課において処理する。 

 

（その他) 

第７条 この要綱に定めるもののほか連絡会議

の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１１月１６日から施行

する。 

 

別表（第３条関係） 

部名 課名 

市民生活部 防犯くらし交通課 

市民課 

協働推進課 

福祉部 生活支援課 

障害福祉課 

長寿介護課 

保険年金課 

福祉保健センター 

こども青少年部 こども家庭課 

保育幼稚園室 

児童青少年課 

都市整備部 まちづくり推進課 

市民医療センター 診療室 

教育委員会事務局 学務課 

教育政策室 
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用語解説一覧 

 

 用 語 意    味 
初出 

ページ 

あ
行 

育児・介護休業法 

平成3（1991）年に育児休業法が成立し、平成7（1995）年

に育児・介護休業法として改正されました。男女の労働者に対

し、満１歳未満の子の養育のための休業や、常時介護を必要と

する親族のための３か月未満の休業を認めるものです。その後、

何回かの法改正により、対象労働者の拡大、育児休業期間の延

長（ 長２年まで）、介護休業の取得回数制限の緩和、子の看

護休業制度の創設等がなされました。 

43 

Ｍ字カーブ 

女性の年齢別労働力率をみると、就学期を終えた20歳代に高

くなり、結婚・出産期にあたる30歳代にかけて一時低下し、

その後40歳代に再び上昇します。グラフを描くとＭ字型のカ

ーブになることからこう呼ばれます。 

16 

ＬＧＢＴ 

レズビアン（Lesbian）＝女性同性愛者、ゲイ（Gay）＝男

性同性愛者、バイセクシュアル（Bisexual）＝両性愛者、ト

ランスジェンダー（Transgender）＝性同一性障がいなどで

心と体の性が一致しない人の頭文字をとって、主な性的マイ

ノリティ（少数者）のことを意味しています。性自認や性的

指向が定まっていない人、クエスチョニング（Questioning）

も加えた「LGBTQ」という呼び方もあります。 

8 

か
行 合計特殊出生率 

15歳から49歳までの女性の年齢別出産率を合計したもの

で、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子

どもを産むとした場合の平均の子どもの数です。 

15 

さ
行 参画 

物事の方向性を計画するときから、その議論の場に一員とし

て加わること。計画するときだけでなく、決定後の計画の実

践や、改訂などまでに携わることが求められます。 

1 

ジェンダー 
「男らしさ」・「女らしさ」や「男の役割」・「女の役割」

といった社会的・文化的につくられた性別を表す言葉です。 85 

性別による固定的な

役割分担の意識 

「男は仕事、女は家庭」というように、男性と女性にははじ

めからその役割が異なっており、あらかじめそれぞれにあっ

た生き方が決まっているという考え方を指します。 
4 

女子差別撤廃条約 

正式には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する

条約」といい、昭和54（1979）年に国連総会で採択された

条約です。政治的、経済的、社会的、その他あらゆる分野に

おける女性差別の撤廃と、性別役割分業に基づく差別的慣習、

慣行を廃止するための措置をとることが規定されています。

日本では昭和60（1985）年に批准しました。 

33 
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さ
行 女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関

する法律（女性活躍

推進法） 

平成27（2015）年に成立、働く場において活躍したいと希

望する女性が、その個性と能力に応じて活躍できるような環

境を整備するための法律です。これにより、労働者301人以

上の大企業には女性の活躍推進に向けた行動計画の策定など

の義務、国には、施策や取り組みの基本的な方向を示す「基

本方針」を策定する義務、地方公共団体には当該区域内での

推進計画を定める努力義務が定められています。 

1 

ストーカー 

恋愛感情などの感情やそれが満たされなかったことへの恨みなど

の感情を充足する目的で、同一の者に対してつきまとい行為や名誉

を棄損する行為等を繰り返し行う者を指します。平成12（2000）

年に「ストーカー行為等の規制に関する法律」が施行となり、その

後も何度か法改正して罰則の引上げ等を行っていますが、時に殺人

等の深刻な被害につながってしまうこともあります。 

29 

政治分野における男

女共同参画の推進に

関する法律 

平成30（2018）年に成立、政治分野における男女共同参画

を推進するため、政党等に衆議院、参議院及び地方議会の選

挙において、男女の候補者の数が均等になるよう努力義務を

位置づけています。国際的に見て遅れているわが国の女性の

政治参画を積極的に推進する目的で成立しました。 

53 

性的マイノリティ 

同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、または性

同一性障がいの人など、性的指向や性自認において少数者で

ある人々のことをいいます。 

30 

セクシュアル・ハラ

スメント 

性的な嫌がらせのことをいいます。職場に限らず、学校や地

域社会も含めてあらゆる場面で起こる可能性があります。職

務上の地位を利用して性的な関係を強要したり、それを拒否

した人に不利益な扱いをする「対価型」と、性的な言動で職

場で働く人たちなどを不快にさせる「環境型」があります。 

1 

た
行 多文化共生 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合

い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員とし

て共に生きていくことをいいます。 
33 

男女共同参画社会 

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を負うべき社

会」を「男女共同参画社会」といいます。 

1 

男女雇用機会均等法 

正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律」といい、昭和60（1985）年に制定さ

れました。その後の法改正によって、性別による差別禁止、

職場のセクシュアル・ハラスメント防止、妊娠・出産・産前

産後休業の取得を理由とした不利益取り扱いの禁止、間接差

別の禁止、ポジティブ・アクションの促進などが定められて

います。平成28（2016）年の改正法では、妊娠・出産・育

児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの防止措置の

義務化が定められました。 

23 
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地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の 後まで続けることができるよう、住まい・医

療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのこ

とをいいます。 

44 

地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう

に、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づ

くり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療

の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、

地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置

しています。本市には４か所あります。 

46 

庁内 
この計画書において、戸田市の行政組織全体を表す言葉とし

て使用しています。 
7 

デートDV 
家庭内ではなく、交際中のカップルの間で起こる暴力のこと。

中・高校生や大学生も当事者になる可能性があります。 
28 

TODA元気体操 

地域の人とのつながりを通じて、いつまでも元気で自立した

日常生活をおくることを目的に、重りを手首や足首につけ、

簡単な運動を行い、筋肉・バランス能力を高める体操です。 

8 

DV（ドメステック・

バイオレンス） 

夫婦や恋人など親しい間柄での暴力のこと。身体的暴力だけ

でなく、性的暴力や精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力、

子どもを利用した暴力などもDVです。 

家庭内で起こることが多いため、他人が介入しづらく、被害

が表面化しにくいという問題があります。 

1 

な
行 

二次被害 

被害者が、周囲から思い込みや偏見に基づく配慮のない言動

をとられて傷ついたり、個人情報の漏えいなどから転居を余

儀なくされたり経済的困窮に陥る等の不利益を被ったりする

など、直接的被害の後から派生する様々な支障のことをいい

ます。また、支援機関が複数に分かれていると、被害者が被

害経験を何度も話させられて精神的苦痛を感じるなどの弊害

が想定されます。 

29 

は
行 

配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護 等 に 関する 法 律

（DV防止法） 

家庭内に潜在していた夫婦間の暴力について、人権擁護と男

女平等の実現を図るため、配偶者やパートナー等からの暴力

の防止及び被害者の保護救済を目的として、平成13

（2001）年に制定されました。平成16（2004）年には、

「配偶者からの暴力」の定義の拡大や、都道府県における基

本計画の策定の義務化、平成19（2007）年には、市町村

基本計画の策定、配偶者暴力支援センターの設置の努力義務

化、平成25（2013）年には、生活の本拠を共にする交際

相手についても法の適用対象が準用されるなどの改正が行

われました。 

2 
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パワーハラスメント 

社会的な地位の高い者が、自分の立場の優位性や権力等を利

用して、業務の適正な範囲を超えて精神的または身体的な苦

痛を与える行為のことをいいます。具体的には、暴行・傷害、

侮辱やひどい暴言、人間関係の切り離し、過大な要求等があ

げられます。 

1 

ファミリー・サポー

ト・センター 

地域において子育ての援助をしたい人（協力会員）と援助を

受けたい人（依頼会員）からなる、子育ての相互援助活動を

行う会員制の組織です。協力会員は依頼会員の要望に応じて、

子どもを預かる、保育施設への送り迎えをするなどの援助活

動を行います。 

45 

ポジティブ・アクシ

ョン（積極的改善措

置） 

これまで、雇用や政治、教育など様々な分野で不利な状況に置

かれた人々に対して、実質的な平等を保障するために社会的、

制度的優遇措置をとることをいいます。方法としては、数や比

率を定め強制的に割り当てるクォータ制や、優先的に情報提供

を行うなどがあります。国連は、女子差別撤廃条約において規

定し、北京行動綱領ではその適用を推奨しています。 

49 

ま
行 

マタニティ・ハラス

メント 

職場において、妊娠・出産・子育てをきっかけとして嫌がら

せや不利益な取り扱いが行われることを指します。法制度上

では、平成29（2017）年以降、すべての職場においてマタ

ニティ・ハラスメントを防止する措置の実施が義務付けられ

ています。 

48 

メディア・リテラシ

ー 

メディアからの情報を無意識に受け取るのではなく、その内

容の背景や社会的な課題などについて読み解く力や、あふれ

る情報を適切に選択し、使いこなす力のことをいいます。ま

た、情報を受け取るだけではなく、メディアを使って発信す

る力のこともいいます。 

33 

ら
行 

ライフサイクル 誕生から死にいたるまでの人の一生、人生の周期のことをい

います。 
58 

リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ 

性と生殖に関する健康・権利と訳されます。「全ての男女は

身体的、精神的、社会的に良好な状態で、満足できる性生活

をおくり、子どもを産むかどうか、いつ何人産むか、いつ何

人産むか、を決める自由と権利を持つ」ということが基本的

な考え方です。 

58 

労働力率 労働力状態「不詳」を除いた人口（日本では15歳以上）に対

する労働力人口の比率です。労働力人口は就業者に完全失業

者を加えた人数で、15歳以上で働いている人と働く意欲を持

つ人がどれくらいいるのかを示すものです。 

9 

わ
行 

ワーク・ライフ・バ

ランス 

仕事と家庭生活や地域活動などを組み合わせ、バランスのとれ

た働き方及び生活のあり方を選択できるようにすることです。 
1 

ワンストップ対応 複数の場所や担当に分散していた窓口を一元化することによ

って、複雑な手続きを簡素にすることをいいます。 
29 

 


