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はじめに

平成 11 年に制定された「男女共同参画社会基本法」では、男女
共同参画の実現を、21 世紀の我が国における最重要課題として位
置付けており、平成 27 年にはその基本理念にのっとり、働く場面
で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を
十分に発揮できる社会を実現するために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進法）」が制定されました。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や DV 被害など、依然として様々な課
題が残されております。

本市においては、平成 12 年に第一次計画となる「武蔵村山市男女共同参画計画―男女
YOU・I プラン―」を策定し、平成 22 年には第二次計画、平成 27 年には第三次計画を
策定し、この間、男女共同参画センターの開設をはじめ、様々な施策を展開してまいりま
した。

第四次となる本計画では、誰もが性別や年齢、国籍にかかわりなく尊重され、その個性
と能力を十分に発揮し、活躍できる「まち」を目指し、「誰もが自分らしく イキイキと暮
らせるまち むさしむらやま」を基本理念として掲げ、新たに「女性活躍推進法」に基づ
く推進計画も盛り込みました。

今後は、本計画に基づき、男女共同参画社会の形成を推進していくため、さらに取組を
進めてまいります。

結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御意見をいただきました、武蔵村山市男女共同
参画推進市民委員会の皆様をはじめ、御協力をいただきました市民の皆様並びに関係者の
皆様に心より感謝申し上げます。

令和２年３月

武蔵村山市長　
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本文中の「＊」については、資料編で用語を解説しています。
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❶ 計画策定の趣旨 
本市では、昭和 60（1985）年に、女性の地位向上と男女平等に向けた取組を総合的に

推進するための計画として「婦人問題解決のための武蔵村山市行動計画」を策定しました。
その後、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等、社会経済情勢が変化する中、男

女共同参画社会の形成を総合的・計画的に推進するため、平成 12（2000）年に「婦人問
題解決のための武蔵村山市行動計画」の改訂版として「武蔵村山市男女共同参画計画（男
女 YOU・I プラン）」を策定しました。

平成 18（2006）年には、本市における男女共同参画の中心拠点として「男女共同参画
センター」を開館し、男女共同参画にかかわる情報発信や相談業務、学習機会の提供等、様々
な事業を展開しています。

平成 22（2010）年には、「武蔵村山市第二次男女共同参画計画（男女 YOU・I プラン）」
を策定し、「誰もがイキイキと暮らせる社会をつくります」の基本理念を掲げました。

平成 27（2015）年には、「武蔵村山市第三次男女共同参画計画（男女 YOU・I プラン）」
（以下「第三次計画」という。）を策定し、「誰もがイキイキと暮らせる社会をつくりましょ
う」の基本理念のもと、一人一人の市民が多様な生き方ができ、夢や希望を実現できる社
会とするために日々取り組んでいます。

第三次計画策定後も社会経済情勢は変化し続けており、人口減少と少子高齢化の進展に
よる労働力不足、生活・就業スタイルや価値観の多様化、非正規雇用者の増加による経済
的に不安定な人の増加等への対応が喫緊の課題となっています。

第三次計画の計画期間が令和元年度をもって満了するにあたり、社会経済情勢や市民意
識の変化等を踏まえ、本市における男女平等・男女共同参画社会の形成をさらに推進する
ために、「武蔵村山市第四次男女共同参画計画（ゆーあいプラン）」を策定します。

❷ 計画の背景
（１）世界の動き

第三次計画策定後の世界の動きとしては、平成 27（2015）年に、国連サミットで「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、令和 12（2030）年までの国際目
標として「持続可能な開発目標（SDGs）」が公表されました。

持続可能な開発目標（SDGs）は、平成 13（2001）年に策定されたミレニアム開発目
標（MDGs）の後継として掲げられた国際目標であり、地球上の誰一人として取り残さ
ない（leave no one behind）ことを理念とし、持続可能な世界を実現するための 17 の
目標（ゴール）と 169 のターゲットから構成されています。

また、目標 5 では「ジェンダー＊平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行
う」が掲げられ、具体的に「あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる
形態の差別を撤廃する」「人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女
児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する」「公共のサービス、
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インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任
分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する」「政治、経済、公共分
野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリー
ダーシップの機会を確保する」等の達成を目指しています。

なお、令和元（2019）年に公表された各国における男女格差を測るジェンダー・ギャッ
プ指数＊（Gender Gap Index：経済、教育、健康、政治の４つの分野のデータから作成）
では、日本の順位は 153 か国中 121 位となっています（図１-１）。

図１-１　ジェンダー・ギャップ指数
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（出典：The Global Gender Gap Report 2020

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf より作成）
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（２）日本の動き
第三次計画策定後の日本の動きとしては、平成 27（2015）年に「第４次男女共同参画

基本計画」が策定され、目指すべき社会として「①男女が自らの意思に基づき、個性と能
力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力ある社会」「②男女の人権が尊重され、
尊厳を持って個人が生きることのできる社会」「③男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、
仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活
を送ることができる社会」「④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置付け、
国際的な評価を得られる社会」が示されました。

平成 28（2016）年には、「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＊）」が完全施行され、令和元年の改正により国や地方公共団体、常時雇用する
労働者が 101 人以上の民間事業主においては、女性の採用・登用・能力開発のための事
業主行動計画の策定を義務づけられました。

平成 29（2017）年には、「男女雇用機会均等法＊」が改正・施行され、マタニティ・ハ
ラスメント＊（マタハラ）防止措置の義務化、被害者の性自認＊・性的指向＊にかかわらず
職場におけるセクシュアル・ハラスメント＊（セクハラ）対象となること等が追加されま
した。また、政府の働き方改革実現会議において「働き方改革実行計画」が決定・公表さ
れたほか、「育児・介護休業法＊」が改正・施行され、育児休業制度等の個別周知の努力義務、
介護休業の分割取得、有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和等が盛り込まれました。

（３）東京都の動き
第三次計画策定後の東京都の動きとしては、平成 28（2016）年に女性の活躍に焦点を

絞り、今後の取組の方向性を提言した自治体初の白書である「東京都女性活躍推進白書」
が策定されました。

平成 29（2017）年には、女性の活躍推進の視点を追加・充実させた「東京都男女平等
参画推進総合計画」が策定され、男女が対等な立場であらゆる活動に参画し、責任を分か
ち合う男女平等参画社会の実現を目指し、様々な施策が展開されています。

平成 30（2018）年には、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章
にうたわれる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを目的として、

「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」が制定され
ました。
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❸ 第三次計画の推進状況
（１）事業の評価方法

第三次計画では、計画で掲げた 79 事業（112 件）の推進状況について、毎年度、各事
業所管課が各事業を自己評価しており、それらの結果を推進状況調査報告書として公表し
ています。各事業の自己評価については、各年度に行った事業に対して、以下の５段階区
分に基づいて行いました（表１-１）。

表１-１　自己評価の５段階区分

Ａ 十分進捗し、大きな成果が得られている。
Ｂ 概ね進捗し、具体的な成果が得られている。
Ｃ 事業を実施しているが、具体的な成果は得られていない。
Ｄ 不十分で課題が多い。
Ｅ 事業を実施していない。

（２）進捗状況
①全体

平成 27 年度から平成 30 年度までの全事業の所管課の自己評価結果を見ると、A 評
価及び B 評価が増加傾向にあり、平成 30 年度には A 評価及び B 評価を合計して６割
を超えています。

本計画では、A 評価及び B 評価に該当する事業をさらに充実させていくとともに、
C 評価、D 評価、E 評価の各事業の内容を再度精査し、必要に応じて、事業の再構築
を行うことで、各事業の実効性を高めていくことが重要です。

図１-２　第三次計画期間中の事業評価のまとめ
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3.643.7 47.3
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1.8

2.7 2.7

8.9 56.3 28.6 6.2

＊全事業数は 79 事業ですが、１事業について複数の事業所管課が実施するものがあることから、全体

では 112 件となっています。　
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②基本目標１　男女平等の意識づくり
平成30年度の事業実施状況をみると、A評価及びB評価を合計すると38.9％であり、

C 評価が 55.6％で最も高くなっています。
事業を実施しているものの、具体的な成果が得られていない事業が半数を占めること

から、C 評価の事業において成果が得られていない要因を把握するとともに、各事業
における目標の再設定を図り、成果に結び付けていくことが重要です。

③基本目標２　男女の人権の尊重
平成 30 年度の事業実施状況をみると、Ａ評価及びＢ評価を合計すると 73.3％を占

めており、基本目標２で掲げる４分の３の事業は、事業の実施により何らかの成果が得
られていると自己評価されています。

本計画では、各事業の充実を図り、これまで以上の成果の達成を目指すとともに、Ｃ
評価・Ｄ評価事業の底上げを図ることが重要です。

④基本目標３　様々な分野における男女共同参画の推進
平成 30 年度の事業実施状況をみると、Ａ評価及びＢ評価を合計すると 53.3％を占

めています。
また、Ｃ評価が 33.3％となっており、Ｃ評価の事業において成果が得られていない

要因の把握と目標の再設定を図ります。

⑤基本目標４　就労における男女共同参画とワーク・ライフ・バランス＊の推進
平成 30 年度の事業実施状況をみると、A 評価及び B 評価を合計すると 73.7％を占

めており、基本目標 2 に次いで高い割合となっています。
就労における男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの推進は、本計画においても、

特に重点的に推進していくことが求められる分野であることから、新規事業を含め、さ
らなる成果を創出する事業展開が重要です。
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❶ 計画の位置付け・性格 
（１）計画の位置付け

本計画は、以下のように位置付けます。
① 「武蔵村山市第四次長期総合計画」の個別計画として位置付けるとともに、関連する他

分野の個別計画との整合性を図ります。
② 「男女共同参画社会基本法＊」第 14 条第３項に規定する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。）にあたります。

③ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「DV 防止法＊」とい
う。）」の第２条の３第３項に規定する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「市町村基本計画」とい
う。）を包含します。

④ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）」
第６条第２項に規定する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（以下「市町村推進計画」という。）を包含します。

（２）性格
本計画は、以下のような特徴を有します。

①本市において男女共同参画を推進するための施策を総合的・体系的にまとめており、市
民や市内事業者、関係機関等との連携を図り、市全体で取り組むための計画です。

②公募委員、市内事業者、公共的団体の関係者、学識経験者等で構成された武蔵村山市男
女共同参画推進市民委員会からの「「武蔵村山市第四次男女共同参画計画」の策定に向
けた提言」や会議での議論を尊重して策定しています。

③市民意識調査や事業所アンケート調査（ともに平成 30 年度実施）から把握した現状や
課題、パブリックコメント（令和元年度実施）による意見を踏まえ策定しました。

④計画の実効性を高めるために、各事業において、可能な限り、活動指標と成果指標を設
定し、それらの達成状況を毎年度把握し、必要に応じて、改善を図り、事業を継続して
実施します。

❷ 計画期間
本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

第三次計画
【計画見直し】

・基礎調査実施　　　
・推進市民委員会　等

第四次計画

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度
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❸ 基本理念

誰もが自分らしく　イキイキと暮らせるまち

むさしむらやま

本市の男女共同参画計画の基本理念を第一次計画からふりかえると、以下のようになり
ます。

第一次計画：男女共同参画社会の実現をめざして
第二次計画：誰もが自分らしくイキイキと暮らせる社会をつくります
第三次計画：誰もが自分らしくイキイキと暮らせる社会をつくりましょう

第四次計画では、第二次計画、第三次計画の流れを踏襲しつつ、「社会」という漠然と
した大きな枠組みではなく、武蔵村山市という「まち」が目指す男女共同参画社会の具体
像であることを表現する基本理念とします。
「誰もが自分らしく」は、その前提として、性別、年齢、職業、働き方、障がいの有無、

家族形態、国籍、性自認・性的指向等、様々な違い（多様性）が尊重されていることを表
現しています。
「イキイキと暮らせるまち」は、誰もが、仕事・地域・家庭生活の調和が図られ、働く

場面で活躍したいという希望を持ち、個性と能力を十分に発揮でき、尊厳を保たれるまち
を表現しています。
「むさしむらやま」は、この基本理念の実現のため、本市が、男女共同参画に関連する様々

な施策を率先して取り組む決意を表現しています。

❹ サブタイトル
第二次計画から、本市の男女共同参画計画のサブタイトルとして「男女 YOU・Ⅰプラン」

がつけられています。また、男女共同参画情報誌は「YOU・Ⅰ」、男女共同参画センター
の愛称は「ゆーあい」であり、本市の男女共同参画計画のサブタイトルに「YOU・Ⅰ（ゆー
あい）」を掲げることで、「YOU・I（ゆーあい）」＝男女共同参画、というイメージづく
りに寄与していると考えられます。

一方、このサブタイトルがつけられてから約 10 年が過ぎ、より多様性が重要視されて
いる現在、「男女」という言葉をつけることで、本計画が限定的な印象を持たれてしまう
おそれがあります。

こうした状況を踏まえ、本計画のサブタイトルを「ゆーあいプラン」とします。　
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❺ 基本目標
本計画の基本理念として掲げた「誰もが自分らしく　イキイキと暮らせるまち　むさし

むらやま」を実現するために、以下の４つの基本目標を掲げます。

（１）基本目標１　女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進
平成 28 年に女性活躍推進法が完全施行され、働く意思を持つ女性が、個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍できるまちづくりが求められています。同時に、女性
の活躍推進を後押しするためには、従来型の男性の働き方や暮らし方の見直しが不可欠で
あり、男性中心型労働慣行を変革し、性別に捉われず誰もが仕事・家庭・地域に参画でき
る、仕事と生活の調和の取れたまちづくりが求められています。

こうした点を踏まえて、基本目標１に「女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進」
を掲げます。

（２）基本目標２　あらゆるハラスメントの根絶
嫌がらせやいじめを意味するハラスメントが社会の様々な場面において顕在化してお

り、セクハラ、パワー・ハラスメント＊（パワハラ）、マタハラ等の防止に向けた対応が
求められています。また、DV 防止法では、「暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人
権侵害」と捉え、「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」と示されています。

こうした点を踏まえて、基本目標２に「あらゆるハラスメントの根絶」を掲げます。

（３）基本目標３　誰もが平等を実感できるまちづくり
男女平等・男女共同参画社会の形成をさらに推進するためには、家庭生活の場や職場、

学校教育の場のほか、政治、法律、しきたり等を含めた社会全体において、男女の地位が
平等であることを実感できるまちづくりが重要です。また、性別、年齢、職業、働き方、
障がいの有無、家族形態、国籍、性自認・性的指向等の違いにかかわらず、あらゆる人が
人権尊重を基盤とした平等を実感できることが重要です。

こうした点を踏まえて、基本目標３に「誰もが平等を実感できるまちづくり」を掲げます。

（４）基本目標４　すべての分野での男女共同参画の推進
男女平等・男女共同参画社会の形成の取組は、家庭や職場、学校にとどまらず、自治会、

老人クラブ、PTA、子ども会等、様々な地域コミュニティにおいても浸透させていくこ
とが重要です。また、平常時にとどまらず、災害発生後の緊急時においても、家事、子育
て、介護等の家庭的責任が女性に過度に集中することを抑制し、防災・復興に係る意思決
定の場での女性参画を推進することが重要です。

こうした点を踏まえて、基本目標４に「すべての分野での男女共同参画の推進」を掲げます。
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❻ 計画の体系

基本理念

誰
も
が
自
分
ら
し
く  

イ
キ
イ
キ
と
暮
ら
せ
る
ま
ち  

む
さ
し
む
ら
や
ま

基本目標

女性活躍推進計画

基本目標１

女性活躍と
ワーク・ライフ・バランスの推進

DV防止基本計画

基本目標２

あらゆるハラスメントの根絶

基本目標３

誰もが平等を実感できるまちづくり

基本目標4

すべての分野での男女共同参画の推進
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主要課題 施　　策

①女性の活躍の場を広げるための支援
②女性の活躍の場づくり
③意思決定過程への女性参画の推進
④男性の意識改革の推進

①ワーク・ライフ・バランス推進への意識の醸成
②ワーク・ライフ・バランスを進める市民の支援

①市役所での男女平等意識の醸成
②働く場での男女平等意識の醸成
③男女共同参画に取り組む事業者の支援

①各種ハラスメントの未然防止のための意識の醸成
②早期発見と各種ハラスメント被害者への支援

①人権尊重と暴力の未然防止のための意識の醸成
②早期発見と暴力被害者への支援
③関係機関との連携体制の強化

①生活の場での男女平等意識の醸成
②学校での男女平等意識の醸成

○性の多様性に関する意識の醸成

①健康づくりのための意識の醸成
②健康づくりのための支援

○国際交流・理解の推進

①地域での男女平等意識の醸成
②地域住民の交流促進

①防災分野での女性参画推進
②男女共同参画の視点を踏まえた防災対策

❶ 女性活躍の推進

❶ 地域社会での男女共同参画の推進

❷ 防災分野での男女共同参画の推進

❷ 仕事と家事・育児・介護の両立の
　  推進

❶ 各種ハラスメントの防止と
　  被害者支援

❷ 配偶者等からの暴力防止と
　  被害者支援

❶ 男女平等の意識づくりと
　 固定的な性別役割分担意識の解消

❷ 性の多様性の尊重

❸ ライフステージに対応した健康支援

❹ 多文化共生の推進

❸ 働く場での男女共同参画の推進
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❼ 重点事業の設定
本計画で掲げる事業の中で、特に重点的に取り組むべき事業を重点事業として位置付け

ます。重点事業は、前述した４つの基本目標の中で複数事業を設定し、数値目標を掲げ進
捗管理を行います。

表２-１　重点事業の一覧

基本 
目標

主要 
課題

No. 事業名 事業担当課 ページ

１

１

１ 復職・再就職等を支援する講座の開催 協働推進課
P22

２ 女性リーダー育成 協働推進課

５ 各種審議会等への女性の参画促進 全課 P23

２ 12 家庭内での男女平等意識の推進 協働推進課 P27

３
16 育児・介護休業取得に向けての環境づくり 職員課 P31

19
ワーク・ライフ・バランス推進事業所の
認定

協働推進課 P32

２
１ 21 庁内等におけるあらゆるハラスメント対策

職員課
教育指導課

P34

２ 27
あらゆる暴力の根絶に向けた広報・啓発の
推進

協働推進課
秘書広報課

P38

３

１
39 男女平等に関する各種情報の提供 協働推進課

P43
41 学習機会の提供の充実

協働推進課
文化振興課

２ 46 性の多様性に関する理解の促進 協働推進課 P46

３ 49 心とからだの健康づくりの推進
健康推進課
スポーツ振興課

P48

４ １
57 地域における男女平等の啓発 協働推進課

P52
58

男女共同参画の推進を担う地域活動団体と
の連携

協働推進課

第 3章

計画の内容
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❶ 計画の事業区分

本計画の事業については、第三次計画での事業を基礎としていますが、社会経済状況の
変化や基礎調査結果、市民委員会や推進委員会での議論等を踏まえて、新たに取り上げた
事業に New、事業内容を刷新した事業に Renewal と示しています。

❷ 事業所管課と重点事業の数値目標の設定

本計画に登載した各事業を確実に実行するため、事業の所管課を明示します。
また、重点事業について数値目標を明示します。

【図表について】
次ページ以降では、市民意識調査や事業所アンケート調査等の各種調査結果や統計の
図表を掲載しています。以下の点にご注意ください。
①グラフ中の（n= ○○）という表記は、その項目の有効回答者数であり、割合算出

の基礎となります。
②割合は小数点以下第２位を四捨五入しており、合計が 100.0％にならないことがあ

ります。
③複数回答の項目については、原則として、その項目に対しての有効回答者の数を基

数とし、割合を算出しています。このため、割合の合計が 100.0％を超えることが
あります。

④文章やグラフにおいて、設問文や選択肢の一部を省略して記載している場合があり
ます。
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❸ 施策の展開

基本目標❶　女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進

１　女性活躍の推進
（１）現状と課題

事業所アンケート調査の結果では、市内事業所の管理職の合計に占める女性割合につい
て、「経営層」では 29.0％の一方、「それ以外の管理職」では 18.4％にとどまっています（図
１-１）。国においては「2020 年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30％
程度にする」という目標を掲げており、次世代の経営層ともいえる「それ以外の管理職」
である女性リーダーの輪を広げていくための取組が必要です。

市民意識調査の結果では、「女性は働かない方がよい」の割合は男性で 1.5％、女性で
0.8％であり、女性が働くことについては概ね肯定的に捉えられています。また、国の調
査や都の調査との比較では、「就業継続型」の割合が低い一方、「再就職型」の割合が高く、
より「再就職型」の意識が強い点が本市の特徴です（図１-２）。

女性がどのようなライフコースを選択しても、職業を持つ意思がある人が容易に職業を
持てる環境を整え、職場での意思決定過程への関与を向上させることで、女性活躍をさら
に加速させていくことが必要です。

図１-１　管理職の割合（層別）

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

それ以外の管理職
（n=359）

経営層（n=252）

【各層の管理職合計を
100とした場合】

男性 女性

71.0

81.6

29.0

18.4

（出典：「武蔵村山市事業所アンケート調査（平成 30 年９月実施）」）
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図１-２　女性が働くこと【上】性別（今回調査）、【下】国・東京都との比較

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

女性（n=244）

男性（n=200）

【性別（今回調査）】

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都の調査（n=1,821）

国の調査（n=3,059）

今回の調査（n=450）

【全体】

就業
継続型 無就業型 その他 わからない再就職型 専業

主婦型
結婚
退職型 無回答

33.5 9.0 7.035.5 3.5 4.0 6.0
1.5

40.2 7.8 8.234.0 3.3 4.1
0.8

1.6

就業
継続型 無就業型 その他 わからない再就職型 専業

主婦型
結婚
退職型 無回答

37.6 8.2 7.634.2 3.6 2.9 4.9
1.1

54.2 3.326.3 8.4 4.7
1.5

51.7 3.6 4.429.2 7.0 3.2
1.0

1.6

＊就業継続型：育児・介護等にかかわらず、働き続ける方がよい

　再 就 職 型：子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び働いた方がよい

　専業主婦型：子どもができるまでは、働いた方がよい

　結婚退職型：結婚するまでは、働いた方がよい

　無 就 業 型：女性は働かない方がよい

＊「今回調査（n=450）」は、性別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）　
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（２）施策と事業

①女性の活躍の場を広げるための支援

No. 事業名 事業内容 事業担当課

１

Renewal
復職・再就職等を支
援する講座の開催

【重点事業】

働く女性が結婚、出産、介護等を機に仕事
を辞めざるを得ないという状況の改善を目
指して、市内の事業者に対する意識啓発を
行うとともに、復職・再就職を希望する市
民に対して能力向上（スキルアップ）のた
めの研修等を行います。復職・再就職者数
等の把握により、成果を意識した事業展開
を図ります。

協働推進課

２
Renewal
女性リーダー育成

【重点事業】

女性リーダーを育成する研修・講座の開催
や、研修・講座参加者のネットワークづく
りを支援することで、女性リーダーを育成
し、企業や地域活動の場において男女双方
の多様な意見を的確に反映させることを目
指します。

協働推進課

３
女性の起業に関する
情報提供・支援

一般に、女性の起業に際して資金やノウハ
ウ等に不安を抱える例が見られることを踏
まえ、男女共同参画センター「ゆーあい」
が情報提供や相談等の窓口機能を備えると
ともに、ハローワーク等の関係機関と連携
して支援します。

協働推進課

②女性の活躍の場づくり

No. 事業名 事業内容 事業担当課

４
農業、自営業への男
女共同参画

農業、自営業分野において女性が果たして
いる役割の重要性に照らして、女性が業務
に参加・協力するだけではなく、経営に参
画できるように働きかけを行います。併せ
て、農業、自営業分野の女性を取り巻く労
働条件、生活環境の改善に向けた情報提供
に努めます。

産業観光課
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③意思決定過程への女性参画の推進

No. 事業名 事業内容 事業担当課

５
各種審議会等への女
性の参画促進

【重点事業】

本市の政策決定に際して、男女双方の多様
な意見を的確に反映させることを目指しま
す。特に、審議会等の各委員会の委員構成
上の男女比に配慮します。

全課

６
市役所における女性
管理職登用の促進

本市の政策・方針決定過程への女性の参画
を促進するため、女性職員に対し、管理職
試験の受験を促します。

職員課

７
女性教員の管理職登
用の促進

教育の場における方針決定過程への女性の
参画を促進するため、女性教員に対し、管
理職試験の受験を促します。

教育指導課

８ 広聴機会の充実

市民の市政への参画意識の高揚を図り、政
策・方針決定過程に女性が参画しやすい環
境を整備して女性の視点を市政全般に反映
させるため、広聴機会の充実に努めます。

秘書広報課

④男性の意識改革の推進

No. 事業名 事業内容 事業担当課

９

New
男性の意識改革と家
事スキル向上への講
座の開催

男女共同参画センター「ゆーあい」等にお
ける講座・講習会を通して、家事・育児・
介護を男女が共に担うことに対する男性の
意識改革を促すとともに、実際に男性が参
加することを支援します。

協働推進課

10

Renewal
男性の育児・介護休
業取得に向けた啓発・
支援と事業所への働
きかけ

男性の育児休業取得率向上のための事業所
の取組を支援します。併せて、今後男性の
介護と仕事との両立が切実な課題となるこ
とを踏まえ、介護休業の取得の促進を図り
ます。

協働推進課
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（３） 重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

１
復職・再就職等を 
支援する講座の開催

参加者数、講座の開催
回数

２回
年２回
以上 協働推進課

満足度 － 70％

２ 女性リーダー育成
研修・講座の開催回数 ０回

年１回
以上 協働推進課

満足度 － 70％

５
各種審議会等への 
女性の参画促進

女性参画比率 30.6％ 40％ 全課

＊目標の内容と目標値の上段は活動指標（事業の実施量）、下段は成果指標（事業実施により得られた

成果）。以下、同様。
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２　仕事と家事・育児・介護の両立の推進
（１）現状と課題

市民生活の中に女性活躍とワーク・ライフ・バランスをさらに浸透させていくためには、
男性がより家事や育児、介護に参画することが不可欠であり、男性側の働き方や意識を変
革していくことが必要です。

市民意識調査の結果では、男性が家事・育児を行うことについて、性別にかかわらず「男
性も家事・育児を行うことは当然である」が最も高く、次いで「子どもによい影響を与え
る」となっており（図１-３）、男性が家事・育児を行うことが当たり前のことと捉える人
が多数を占めています。

一方、家事の役割分担の現状をみると、家事全般にわたり女性依存の体質が根強く残り
（図１-４）、また、ワーク・ライフ・バランスの希望と現実との乖離の幅は、特に 30 歳
代～ 50 歳代で大きくなっています（図１-５）。

家庭における男性の家事・育児や介護への参画を本格化させるためには、男性の働き方
意識の変革、仕事と育児・介護の両立を図るための行政側の支援充実、企業側のワーク・
ライフ・バランスへの取組み促進とともに、男性自身が主体的にかかわることができるよ
うに家事・育児や介護の知識やノウハウを習得していくことが必要です。

図１-３　男性が家事・育児を行うこと

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

わからない

その他

男性は、家事・育児を
行うべきではない

周囲から冷たい
目で見られる

女性が家事・育児をしていないと
誤解される

家事・育児は女性の方が
向いている

家事・育児を行う男性は、
時間の使い方が効率的で、仕事もできる

男性自身も充実感が
得られる

仕事と両立させることは
現実として難しい

子どもによい
影響を与える

男性も家事・育児を
行うことは当然である

男性（n=200）

女性（n=244）

61.5
67.6

46.5
62.7

31.0
28.3 

17.5
10.2

23.5
32

3.0
9.4

5.5
0.8

2.0
1.2
2.0
0
0.5
0.4

19.0
33.6

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）　



武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

26

武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

26

図１-４　家事の役割分担

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

親や家族の介護

子どもの学校行事
への参加

育児や子どもの
しつけ

PTAや自治会など
の地域活動

炊事・洗濯・掃除
などの家事

【全体（n=408）】 主に男性 主に女性 男女とも 該当なし 無回答

4.23.2 71.3 21.3

4.910.5 39.7 31.113.7

5.437.0 27.229.41.0

5.444.4 31.917.21.2

4.930.1 47.115.22.7

＊同居家族で「単身世帯」「無回答」を除いています。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年 8 月実施）」）

図１-５　ワーク・ライフ・バランスの希望と現実のマッチング

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

70歳代以上
（n=66）

60歳代
（n=114）

50歳代
（n=71）

40歳代
（n=97）

30歳代
 （n=53）

10・20歳代
（n=44）

女性
（n=244）

男性
（n=200）

全体
（n=450）

【全体、性別、年齢別】 希望と現実が合っている 合っていない 無回答

41.1 46.0 12.9

32.5 54.0 13.5

48.8 39.3 11.9

52.3 38.6 9.1

37.7 54.7 7.5

37.1 59.8 3.1

36.6 57.7 5.6

44.7 35.1 20.2

42.4 28.8 28.8

性

　別

年

　齢

　別

＊「全体」には、性別、年齢別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年 8 月実施）」）　
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（２）施策と事業
①ワーク・ライフ・バランス推進への意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

11
長時間労働縮減に向
けた啓発

市内の事業所に対し、従業員の長時間労働
の縮減と年次有給休暇の取得促進に関する
啓発を行います。

産業観光課

12
家庭内での男女平等
意識の推進

【重点事業】

夫婦のいずれか一方に仕事や家事・育児・
介護等の負担が偏ることがないようにする
ため、市民に対する意識啓発を強化します。

協働推進課

②ワーク・ライフ・バランスを進める市民の支援

No. 事業名 事業内容 事業担当課

13

Renewal
ワーク・ライフ・バ
ランスの実現に向け
た各種支援

事業者及び市民に対して、ワーク・ライフ・
バランスの意義や必要性を啓発して、市民
一人一人が自らの生き方について考え、実
践することを支援します。特に、育児や介
護をしながら働く市民の両立を支援するた
め、相談の機会や各種支援制度に関する情
報提供を行うとともに、待機児童の解消に
向けた取組を進めていきます。また、ワー
ク・ライフ・バランスの実現に当たっての
阻害要因を分析し、その解消に向けた事業
者や市民の取組を支援します。

協働推進課
産業観光課
子ども子育て支援課
子ども青少年課
高齢福祉課

14
特に支援を要する市
民に対する支援の充
実

生活上の困難を抱えるひとり親家庭、障害
者とその介助者等が経済的に自立するた
め、就労に向けた技能取得や相談等の支援
を行います。また、こうした市民のワーク・
ライフ・バランスの実現に向けて、相談の
機会を設ける等の支援を行います。

福祉総務課
障害福祉課
子ども青少年課
生活福祉課

（３） 重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

12
家庭内での男女平等
意識の推進

講座の開催回数 年２回
年２回
以上 協働推進課

家庭内での男女平等感 － 70％
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３　働く場での男女共同参画の推進
（１）現状と課題

国においては、長時間労働等を見直す働き方改革、仕事と生活の調和の実現、働く場で
の活躍を希望する女性が個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向け、積極的に施策
を展開しています。

これに関連して、企業では、次世代育成支援対策推進法＊に基づき、従業員の仕事と子
育てに関する一般事業主行動計画を策定し、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に
関する取組を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定することになっています。

事業所アンケート調査の結果では、市内事業所における自社での女性活躍推進とワー
ク・ライフ・バランスの推進状況について、ともに否定的評価が肯定的評価を上回ってお
り、今後、より積極的に推進していく余地があることがうかがえます（図１-６）。市が率
先して女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進し、情報発信していくことで、市内事
業所における女性活躍推進やワーク・ライフ・バランスへの取組みの機運を高めていくこ
とが必要です。

また、市内事業所における育児休業制度と介護休業制度の就業規則での規定について、
従業員規模が小さい事業所ほど規定していません（図１-７）。また、各制度を導入してい
る企業での各制度の取得促進への対応をみてみると、どちらの制度も「取組は行っていな
い」が最も高く、育児休業制度と介護休業制度の更なる導入促進とともに、両制度が利用
しやすい職場環境づくりが必要です。

市民意識調査の結果では、働く側からみた職場での男女平等について、「採用時の条件」
「賃金」「昇進や昇格」「能力評価」「仕事の内容」「研修の機会や内容」「育児休業、介護休
業の取得」の全項目で「平等」が最も高くなっていますが、「昇進や昇格」「賃金」では「男
性優遇」が約３割を占めており、今後とも、職場における男女平等を促進していくことが
必要です。また、勤務地別でみると、市内事業所に就業している者は、市外に就業してい
る者に比べ、「研修の機会や内容」「育児休業、介護休業の取得」の項目で「平等」割合が
低いことから（図１-８）、特にこの２項目の改善を市内事業所に働きかけていくことが必
要です。
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図１-６　推進状況

女性活躍推進（n=111） ワーク・ライフ・バランス（n=111）

肯定的
評価
43.2％

肯定的
評価
39.6％

無回答
8.1％ 無回答

3.6％

否定的
評価
48.6％

行程的
評価
56.8％

＊肯定的評価：「進んでいる」「ある程度進んでいる」の合計。

＊否定的評価：「あまり進んでいない」「進んでいない」の合計。

（出典：「武蔵村山市事業所アンケート調査（平成 30 年９月実施）」）

図１-７　育児休業制度と介護休業制度の就業規則での規定の有無

従
業
員
規
模

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

51人以上（n=23）

21～50人（n=30）

20人以下（n=57）

全体（n=111）

【全体、従業員規模別】

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

51人以上（n=23）

21～50人（n=30）

20人以下（n=57）

全体（n=111）

【全体、従業員規模別】

ある ない

64.0 36.0

47.4 52.6

70.0 30.0

95.7 4.3

【育児休業制度】

【介護休業制度】

ある ない 無回答

59.5 39.6 0.9

47.4 50.9 1.8

63.3 36.7

82.6 17.4

＊「全体」には、従業員数での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市事業所アンケート調査（平成 30 年９月実施）」）
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図１-８　職場での男女平等（勤務地別）

採
用
時
の
条
件

採
用
時
の
条
件

育
児
休
業
、

介
護
休
業
の
取
得

採用時の条件

賃
金

昇
進
や
昇
格

能
力
評
価

仕
事
の
内
容

研
修
の
機
会
や

内
容

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

市外
（n=185）

市内
（n=100）

市外
（n=185）

市内
（n=100）

市外
（n=185）

市内
（n=100）

市外
（n=185）

市内
（n=100）

市外
（n=185）

市内
（n=100）

市外
（n=185）

市内
（n=100）

市外
（n=185）

市内
（n=100）

【勤務地別】 男性優遇 平等 女性優遇 わからない 無回答

10.07.017.0 62.0 4.0

3.827.0 56.8 10.32.1

9.057.0 7.027.0

3.256.2 11.429.2

9.050.0 12.028.0 1.0

3.244.9 14.136.7 1.1

10.058.0 12.019.0 1.0

3.257.8 11.924.9 2.1

8.058.1 10.017.0 7.0

3.255.7 7.622.7 10.8

11.058.0 18.011.0 2.0

4.366.5 12.414.6 2.2

9.035.0 25.02.0 29.0

3.848.6 19.52.1 25.9

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）
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（２）施策と事業
①市役所での男女平等意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

15
職員への男女平等研
修の実施

市職員に男女平等意識を定着させるため、
研修を行います。また、東京都市町村職員
研修所が実施する研修への職員派遣を行い
ます。

職員課

16

育児・介護休業取得
に向けての環境づく
り

【重点事業】

市職員が育児・介護休業を取得しやすい環
境にするため、育児・介護休業関連制度を
周知し、職場における機運の醸成を図りま
す。特に、女性職員に比べて実績が少ない
男性職員の育児・介護休業取得を促します。

職員課

②働く場での男女平等意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

17
市民・事業者に向け
た情報提供

就労の場における男女平等の取扱いを徹底
するとともに、就労形態による差別を防止
するため、市内事業者に対して各種制度や
多様な働き方に関する情報提供を行い、均
等待遇に向けた理解を促します。市民に対
しては、多様な労働形態についての情報提
供を行います。

産業観光課

18
職場環境の見直し、
意識改革の推進

市民が自ら希望する形でワーク・ライフ・
バランスを実現させることを支援するた
め、国や東京都等の関係機関との連携によ
り、市内事業所の労働時間の柔軟な取扱い
の推進や育児・介護休業取得環境の整備等
の取組への支援と啓発を行います。

産業観光課



武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

32

武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

③男女共同参画に取り組む事業者への支援

No. 事業名 事業内容 事業担当課

19

ワーク・ライフ・バ
ランス推進事業所の
認定

【重点事業】

ワーク・ライフ・バランス推進事業所を認
定し、市内・市外へ PR を行います。認定
企業を PR することで、ワーク・ライフ・
バランスの導入について支援とより一層の
充実を図ります。

協働推進課

（３） 重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

16
育児・介護休業取得
に向けての環境づく
り

男性職員の育児休業の
新規取得対象者に対す
る取得者の割合

16.7％
15％

（５年平均）
職員課

19
ワーク・ライフ・ 
バランス推進事業所
の認定

認定企業数 ０企業
合計

５企業
協働推進課
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基本目標❷　あらゆるハラスメントの根絶

１　各種ハラスメントの防止と被害者支援
（１）現状と課題

第三次計画では、主要課題の１つとして「セクシュアル・ハラスメントや性犯罪の防止
と被害者の支援」を掲げ、就労の場、教育の場、地域活動の場等におけるセクシュアル・
ハラスメントや性犯罪の発生防止への啓発事業や相談窓口事業を実施しています。

一方、第三次計画策定以降、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント＊、マタニティ・
ハラスメント等、性的な嫌がらせ以外のハラスメントが顕在化しており、セクシュアル・
ハラスメントとともに、防止に向けた対応が求められています。

市民意識調査の結果では、職場や学校等におけるハラスメント被害状況について、「受
けたことはない」が約６割で最も高い一方、「パワー・ハラスメント」では２割強、「モラ
ル・ハラスメント」では２割弱が受けたことがあると回答しています。また、男性では「パ
ワー・ハラスメント」、女性では「モラル・ハラスメント」が高くなっており（図２-１）、
職場や学校等でのハラスメント被害をなくすための意識啓発が必要です。

事業所アンケート調査の結果では、直近５年間で５社に１社は職場でのハラスメントが
問題になったことがあると回答しています（図２-２）。男女雇用機会均等法及び介護休業
法では、事業主がセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラス
メント防止のため講ずべき措置が定められていることから、今後とも事業所におけるハラ
スメント防止への対応の必要性を周知・浸透させていくことが必要です。

図２-１　ハラスメントの被害状況

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

受けたことはない

その他

マタニティ・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント

モラル・ハラスメント

パワー・ハラスメント 全体（n=450）

男性（n=200）

女性（n=244）

23.3

19.7
27.0

16.0

20.5
9.5

7.1

11.5
2.0

2.2

3.7
0.5

0.9

0.8
1.0

56.7

54.5
59.5

＊「全体」には、性別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）　
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図２-２　職場でのハラスメントの発生状況（直近５年間）

（n=111）

ある
19.8％

ない
80.2 ％

（出典：「武蔵村山市事業所アンケート調査（平成 30 年９月実施）」）

（２）施策と事業
①各種ハラスメントの未然防止のための意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

20

Renewal
あらゆるハラスメン
ト防止に向けた広報・
啓発

市内のあらゆる場におけるセクシュアル・
ハラスメントやパワー・ハラスメントなど
の各種ハラスメント行為の防止に向けて、
市報や、ホームページなどを活用して意識
啓発するとともに、市内事業所に対しても
啓発を行っていきます。

協働推進課

21

Renewal
庁内等におけるあら
ゆるハラスメント対
策

【重点事業】

就労の場（市役所）、教育の場（学校）に
おけるあらゆるハラスメントの発生防止に
向けて、市職員及び教職員に対する各種ハ
ラスメント防止研修等を実施します。

職員課
教育指導課
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②早期発見と各種ハラスメント被害者への支援

No. 事業名 事業内容 事業担当課

22

セクシュアル・ハラ
ス メ ン ト、 性 犯 罪、
ストーカー行為＊等
の被害者支援の充実

セクシュアル・ハラスメントや性犯罪、ス
トーカー行為の被害者が二次被害を受ける
ことを防ぐため、相談員の資質向上に努め
るとともに、プライバシー保護に配慮した
相談窓口の運営や臨床心理士等による相談
の実施について検討します。

福祉総務課

23

庁内等におけるあら
ゆるハラスメント苦
情相談・苦情処理体
制の充実

就労の場（市役所）、教育の場（学校）に
おいて各種ハラスメントが発生した場合に
は、被害者からの相談を受けて迅速に対応
することのできる苦情処理体制を整備しま
す。

職員課
教育指導課

（３）重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

21

Renewal
庁内等におけるあら
ゆるハラスメント対
策

（職員課）
職員研修の実施

（教育指導課）
研修を年１回開催

（職員課）

５人
（派遣研修）

（教育指導課）

年１回

（職員課）

受講人員
全職員

（教育指導課）

年１回 職員課
教育指導課

（職員課）
参加率

（教育指導課）
参加率

（職員課）

―
（教育指導課）

100％

（職員課）

100％
（教育指導課）

100％
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２　配偶者等からの暴力防止と被害者支援
（１）現状と課題

市民意識調査の結果では、DV に対する認識について、回答者の約７割が「DV ＝人権
を侵害する行為」と捉えている一方、「暴力は、社会的に対応が必要な問題である」は４
割強にとどまっています（図２-３）。DV は、個人の問題ではなく、多くの人にかかわる
社会的な問題として捉え、社会全体で未然に防止し、発生した場合には迅速・適切に対応
できる体制を強化していくことが必要です。

DV の被害状況については、「身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」「経済的暴力」の
４つの暴力のいずれかで被害を受けた経験が「あった」が約２割を占めています（図２-４）。
性別では、「女性」の方が「男性」に比べ DV 被害経験が「あった」割合が高い一方、「男
性」でも被害経験があることから、DV は、性別にかかわらず、被害者にも加害者にもな
りうるものであることを認識してもらうことが必要です。

DV 相談支援については、市役所及び男女共同参画センターに DV 相談窓口があり、内
容に応じて警察や関係機関につないでいますが、実際に DV 被害があった際には、誰にも
相談せずにひとりで抱え込んでしまう割合が高くなっています（図２-５）。相談窓口や電
話相談をさらに周知するほか、我慢せずに気軽に相談してもらえるように意識啓発してい
くことが必要です。

図２-３　DV に対する認識

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
(%)

わからない

その他

精神的暴力はDVではない

暴力をふるわれる方にも
問題がある場合もある

暴力をふるう相手とは別れたらいい

暴力は、社会的に対応が
必要な問題である

夫婦間の暴力でも警察や行政等が
積極的に関わるべきである

DVは人権を侵害する行為である

どんな理由があっても
暴力はふるうべきではない 79.1

43.6

42.7

15.1

2.0

1.1

2.4

67.8

53.6

（n=450）

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）
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図２-４　４つの暴力の中のいずれかで被害を受けた経験（全体、性別）

性

　
　別

０% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（n=244）

男性（n=200）

全体（n=450）

【全体、性別】 あった 無回答なかった

20.2

13.0

26.2

75.3

82.0

69.7

4.4

5.0

4.1

＊４つの暴力

　身体的暴力： なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する

暴行を受けた

　精神的暴力： 精神的な嫌がらせや暴言など、自分や家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を

感じるような脅迫を受けた

　 性 的 暴 力：嫌がっているのに、性的な行為を強要された

　経済的暴力： 必要な生活費を渡されなかったり、過度にお金を細かく管理されるなどの経済的な圧

力を受けた

＊「全体」には、性別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）

図２-５　被害を受けた際の相談の有無

（n=91）

相談した
34.1％

相談しようとは
思わなかった
47.3％

相談したかったが、
できなかった 
13.2％ 

無回答
5.5％

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）
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（２）施策と事業
①人権尊重と暴力の未然防止のための意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

24 人権尊重教育の推進

子どもの頃から人権意識・男女平等意識を
高めるため、人権教育や男女平等に関する
資料等を活用し、人権尊重教育を推進しま
す。

秘書広報課
教育指導課

25
Renewal
DV についての関係
者の理解促進

DV 被害を発見する可能性の高い学校関
係者、医療関係者、福祉関係者に対して、
DV について理解を深める機会を提供しま
す。

協働推進課

26
若年層に対する暴力
の防止に向けた教育
の推進

DV やデート DV ＊に対する正しい認識を
定着させるため、特に若年層を中心に、市
民に対して様々な機会を捉えて積極的な広
報・啓発活動を行います。

協働推進課
教育指導課

27

Renewal
あらゆる暴力の根絶
に向けた広報・啓発
の推進

【重点事業】

就労の場、教育の場、地域活動の場など市
内のあらゆる場における、あらゆる暴力や
性犯罪の発生を防止し、被害の相談窓口に
ついての周知を強化します。特に、市内事
業所の事業主及び従業員に対して積極的な
啓発を行います。

協働推進課
秘書広報課

28
New
児童虐待防止に向け
た見守り体制の強化

児童虐待防止に取り組み、支援や見守り体
制を強化します。

子ども子育て支援課

29

Renewal
メディア・リテラシー＊

の育成とネット上で
の人権侵害の防止に
向けた啓発の推進

メディアの多様化や新たなメディアの普及
により、これまでに比べて膨大な量の情報
を受け取ることができ、性的表現や暴力表
現が市民の目に触れやすくなっています。
本市を含めた行政機関が作成する広報・出
版物は、その表現が社会的基準とみなされ
ることを踏まえ、使用する表現に十分配慮
します。多くの市民が各種メディアから発
信される大量で多様な情報を自分自身で取
捨選択する能力（メディア・リテラシー）
を身に付けることができるよう、学習機会
を提供します。また、子どもの目線に立っ
た学習ができるよう、親子参加型の講座を
実施します。

協働推進課
文化振興課
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②早期発見と暴力被害者への支援

No. 事業名 事業内容 事業担当課

30 相談業務の充実

DV に関する相談、情報提供窓口を広く周
知するとともに、迅速かつ的確に対応でき、
きめ細かい配慮のある相談支援体制を整備
します。相談窓口等において、相談員を中
心とする職務関係者からの二次被害が生じ
ないようにするため、あらゆる職務関係者
の資質向上に努めます。

協働推進課
福祉総務課

31
被害者の状況に応じ
た相談機能の充実

外国人や高齢者、障害者など、多様な状況
の被害者に応じた相談体制を整備し、あら
ゆる被害者への相談に応じます。

福祉総務課
高齢福祉課
障害福祉課
生活福祉課

32
健診等による被害者
発見時の対応

DV の被害者を早期に発見して被害の深刻
化を防ぐため、健診等を通じて DV を発見
した場合、関係機関と連携して速やかに適
切な対応を取ります。

子ども子育て支援課

33
被害者発見時の通報
の周知

市民や学校関係者、医療関係者、福祉関係
者に対して、DV 防止法に基づく通報につ
いて周知し、意識の定着を図ります。

福祉総務課
教育総務課
教育指導課

34 被害者の安全確保
保護を求める被害者の安全確保を図るた
め、緊急一時保護施設（シェルター）＊を活
用します。

福祉総務課
子ども子育て支援課

35
特 に 支 援 を 要 す る
様々な被害者への対
応

特に支援を必要とする外国人、高齢者、障
害者等の被害者を確実に保護するため、福
祉施設等との連携を図り、必要に応じて施
設の活用について検討します。

福祉総務課
高齢福祉課
障害福祉課
生活福祉課

36
被害者への対応に対
する留意

被害者が加害者に居所を知られることなく
生活できるように支援するため、住民基本
台帳の閲覧や住民票の写しの交付等の取扱
いには十分留意します。また、住民基本台
帳の情報に基づいて事務処理を行う部署に
おいても、情報管理を徹底します。

全課
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No. 事業名 事業内容 事業担当課

37
子どもがいる家庭に
対する支援

子どもがいる被害者が子どもとともに安心
して生活できるようにするため、学校や保
育園等の関係機関との連携により、子育て
や教育相談体制を充実させます。また、被
害等により子どもを通常どおり就学させる
ことが困難な家庭に対して、就学の援助や
相談を行います。

子ども子育て支援課
子ども青少年課
教育総務課

③関係機関との連携体制の強化

No. 事業名 事業内容 事業担当課

38
関係機関との連携強
化

DV をはじめとする暴力や人権被害の解決
に向けて、警察や東京都等の関係機関、市
医師会等の医療関係者や民生・児童委員等
の福祉関係者との連携を強化します。必要
に応じて、関係機関による行政機関等連絡
会を開催します。

福祉総務課
高齢福祉課
障害福祉課
生活福祉課

（３）重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

27
あらゆる暴力の根絶
に向けた広報・啓発
の推進

（協働推進課）
啓発活動（パネル
展等）の実施回数

（秘書広報課）
啓発活動（パネル
展等）の実施回数

（協働推進課）

１回
（秘書広報課）

１回

（協働推進課）

年１回
以上

（秘書広報課）

年１回
以上

協働推進課
秘書広報課

（協働推進課）
理解度

（秘書広報課）
人権相談の認知度

（協働推進課）

―
（秘書広報課）

―

（協働推進課）

70％
（秘書広報課）

70％
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武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

基本目標❸　誰もが平等を実感できるまちづくり

１　男女平等の意識づくりと固定的な性別役割分担意識の解消
（１）現状と課題

市民意識調査の結果では、男女の地位について「平等」と回答した割合を前回調査と比
較すると、「職場」でわずかに増加している以外は横ばい又は減少しております（図３-１）。
社会の様々な場面において男女が平等と感じることができるように、今後も引き続き男女
共同参画にかかわる施策・事業を展開していくことが必要です。
「学校教育の場」での平等感については、男女ともに平等と感じる割合が高くなってい

ます。次世代を担う子どもに対して、男女共同参画の重要性を教えるとともに、性別にか
かわらず、誰もが自らの個性と能力を十分に発揮できる進路（職業）を選択する能力を育
成するための教育を推進することが必要です。「学校教育の場」以外の項目については、「法
律や制度」「政治の場」「職場」「家庭生活の場」において、「男性」の平等感が高い一方、「女
性」では低く、意識の差が大きくなっています（図３-２）。

また、「男性は外、女性は内」の意識については、性別では「女性」、年齢別では若い年
代ほど肯定層の割合が低い一方、「男性」及び「40 歳代」以上の年代では、固定的性別役
割分担意識が根強く残っていることがうかがえます（図３-３）。

日常生活の身近な場面である家庭において、男性が男女共同参画を率先することの重要
性を意識啓発し、実際の行動を促していくことが必要です。なお、若い世代においては、徐々
に男女平等の意識と行動が浸透し始めており、こうした行動の輪を広げることも必要です。

図３-１　各項目の平等感の推移

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

社会全体政治の場社会通念・
慣習・しきたり等

職場法律や
制度

自治会やNPO等
の地域活動の場

家庭生活
の場

学校教育
の場

（％）

20.2
57.0 60.5 60.0

39.9 42.4 41.6 36.9
41.7

32.4 30.227.3 31.1

16.6
23.8
16.4 16.9

21.3
17.118.5

14.2

39.7

─ ─

34.7

前々回調査（n=746）

前回調査（n=648）

今回調査（n=450）

＊前々回調査は平成 21 年２月実施、前回調査は平成 25 年７月実施。

＊前々回調査では、「地域活動の場」「政治の場」の設問はありません。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）　
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図３-２　各項目の平等感の比較（性別）

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）

図３-３　固定的性別役割分担への考え方（全体、性別、年齢別）

＊肯定的評価：「賛成」「どちらかといえば賛成」の合計。

＊否定的評価：「反対」「どちらかといえば反対」の合計。

＊「全体」には、性別、年齢別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）　

性

　別

年

　齢

　別

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

70歳代以上
（n=66）

60歳代
（n=114）

50歳代
（n=71）

40歳代
（n=97）

30歳代
 （n=53）

10・20歳代
（n=44）

女性
（n=244）

男性
（n=200）

全体
（n=450）

【全体、性別、年齢別】 肯定的評価 否定的評価 わからない 無回答

2.417.130.9 49.5

34.5 42.5 22.0

3.755.4 12.728.3

54.6 25.020.5

3.852.9 20.822.7

1.0

0.9

3.144.3 21.631.0

4.247.9 14.133.8

51.8 11.436.0

3.048.5 13.634.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0（％）
社会全体

法律や制度

社会通念・慣習・
しきたり等

自治会やNPO等の
地域活動の場

政治の場

職場

学校教育の場

家庭生活の場 48.0
35.7

38.5
24.6

39.0
30.3

41.5
25.0
23.0

12.3

20.5
12.7

21.5
7.4

60.5
59.4

男性（n=200） 女性（n=244）
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（２）施策と事業
①生活の場での男女平等意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

39
男女平等に関する各
種情報の提供

【重点事業】

多くの市民が男女平等についての認識を持
ち、固定的な性別役割分担の意識を解消す
ることを目指して、市民への啓発を積極的
に進めます。特に、男性の意識改革に向け
て啓発の強化を図ります。

協働推進課

40
男女共同参画週間＊

事業の実施

固定的な性別役割分担意識やジェンダーに
捉われず、男女平等の意識を持って日常生
活を送ることの意義について啓発します。

協働推進課

41

Renewal
学習機会の提供の充
実

【重点事業】

多くの市民が生涯学習を通じて多様な知識
や考え方を身に付け、ひいては男女平等、
人権尊重、ワーク・ライフ・バランス等に
対する認識を深めることで、より充実した
人生を送ることができるよう、誰もが参加
しやすい学習機会の提供に取り組みます。

協働推進課
文化振興課

42
男女平等の視点での
市刊行物への留意

本市が広報・出版物で情報を発信する際
には、男女平等の視点に配慮して、ジェン
ダーに捉われず人権を尊重した表現を用い
ることに十分留意します。

全課

②学校での男女平等意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

43 教職員研修

教職員が男女共同参画について十分に理解
した上で児童・生徒の指導に当たるように
するため、初任者研修や十年経験者研修、
OJT 等において「人権教育プログラム」（東
京都教育委員会）等を活用した研修を行い
ます。

教育指導課

44

男女平等の視点に基
づく進路指導の充実
とキャリア教育の推
進

児童・生徒が性別による固定的な役割分担
意識に捉われずに主体的に進路（職業）を
選択する能力・態度を育むため、各学校で
人権尊重等の視点からの生活指導、進路指
導、職場体験等を計画的に行います。

教育指導課
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（３）重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

39
男女平等に関する 
各種情報の提供

パネル展の開催回数 
/ 情報誌の配布数

８回
/ ５企業

10 回
/30 企業 協働推進課

満足度 ― 70％

41
学習機会の提供の 
充実

（協働推進課）
講座の開催回数
/ 参加率

（文化振興課）
家庭教育講座

（協働推進課）

２回
（文化振興課）

―

（協働推進課）

年５回
以上
/90%

（文化振興課）

年２講座

協働推進課
文化振興課
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２　性の多様性の尊重
（１）現状と課題

市民意識調査の結果では、性自認や性的指向で悩んだ経験について「悩んだことがある」
が約１割を占めています（図３-４）。

また、性的マイノリティ＊の方々が生活しやすい社会をつくるために、市が何らかの対
策を行う必要があるかについて、「必要と評価」が約５割を占めており、特に性自認や性
的指向で「悩んだことがある」層において高くなっています（図３-５）。

本計画が目指す「誰もが自分らしくイキイキと暮らせるまち」を実現するために、性の
多様性を尊重する取組を推進することが必要です。

図３-４　性自認や性的指向で悩んだ経験（全体、性別）

性

　別

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

女性（n=244）

男性（n=200）

全体（n=450）

【全体、性別】 悩んだことがある 無回答悩んだことはない

8.4 3.388.2

10.0 86.0

7.4 89.8

4.0

2.9

＊「全体」には、性別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）

図３-５　性的マイノリティが生活しやすい社会をつくるための市対策の必要性

性
自
認
・

性
的
指
向

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

悩んだことはない
（n=397）

悩んだことがある
（n=38）

全体
（n=450）

【全体、悩んだ経験別】 必要と評価 無回答不必要と評価 わからない

49.6 4.013.3

57.9 7.9

50.7 14.4

33.1

28.9

33.5

5.3

1.5

＊必要と評価　：「必要」「どちらかといえば必要」の合計。

＊不必要と評価：「必要ではない」「どちらかといえば必要ではない」の合計。

＊「全体」には、性自認・性的指向での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）　
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（２）施策と事業
○性の多様性に関する意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

45
年代に応じた性教育
の推進

性別による身体について十分に理解し、性
自認や性的指向に対する正しい知識を身に
付けるようにするため、学校等において性
についての認識を育てる学習の充実に努め
ます。

教育指導課
協働推進課

46

Renewal
性の多様性に関する
理解の促進

【重点事業】

性の多様性を取り巻く人権課題について市
民の理解と配慮を促します。また、パート
ナーシップ制度＊等の具体的な施策につい
て検討します。

協働推進課

47
小・中学校における
個別的支援

性的少数者である児童・生徒の人権を擁護
するため、支援を要する児童・生徒の状況
に応じて個別の対応を図ります。

教育指導課

（３）重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

46
性の多様性に関する
理解の促進

性的少数者に対する
直接的支援

― 実施 協働推進課
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３　ライフステージに対応した健康支援
（１）現状と課題

男女が互いの身体的な特徴を十分に理解し合い、性や健康について正しい知識を持ち、
生涯にわたり健康で充実した生活を送ることが重要です。

また、ストレス社会といわれる現在、身体的な健康だけでなく、心の健康維持も重要で
あり、様々なライフステージに対応した心身両面における健康支援や相談体制の充実、性
や健康づくりに関する情報発信が必要です。

さらに、女性は、妊娠や出産等、特有の問題を抱えることもあることから、リプロダク
ティブ・ヘルス / ライツ（性と生殖に関する健康と権利）＊の視点を踏まえ、女性が生涯を
通じて健康を維持していくための総合的な取組が必要です。

市民意識調査の結果では、健康診断を「受診している」が約８割を占めていますが（図
３-６）、今後も市民一人一人が自らの健康維持に主体的に取り組むための支援を継続する
ことが必要です。

図３-６　健康診断の受診状況（全体、性別）

性

　別

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

女性（n=244）

男性（n=200）

全体（n=450）

【全体、性別】 受診している 無回答受診していない

80.9 18.0

86.5 13.0

76.2 22.1 1.6

0.5

1.1

＊受診している　： 「市が行っている特定健康診査を受けている」「職場（学校）の健康診断を受けている」

「人間ドックを受けている」の合計。

＊受診していない：「以前は受けていたが今は受けていない」「受けたことがない」の合計。

＊「全体」には、性別での「無回答」を含みます。

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）
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（２）施策と事業
①健康づくりのための意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

48
学習機会の提供の充
実

健康づくりに関する講座や講演会等を開催
して、市民に対する学習機会の提供と健康
づくりの支援を行います。講座や講演会等
の開催に当たっては、多くの市民が学習で
きるようにするため、広報手段の充実や内
容、実施時間の見直しを行います。また、
子育て中の市民の参加を支援するため、託
児付きの事業を実施します。

子ども子育て支援課

49
心とからだの健康づ
くりの推進

【重点事業】

男女が健康な状態で暮らすことができる社
会の実現を目指し、食事や健康管理に関す
る講演会等を開催して、健康意識の普及・
充実を図ります。また、気軽に参加できる
スポーツ事業の開催や学校の体育施設の地
域開放、総合体育館の事業の充実により、
市民の体力の向上を図ります。

健康推進課
スポーツ振興課

50
更年期を理解するた
めの情報提供

更年期における男女の体調の変化等に対す
る正しい知識の普及を図るとともに、更年
期に伴う症状の理解や症状の緩和について
の啓発活動を実施します。

健康推進課

②健康づくりのための支援

No. 事業名 事業内容 事業担当課

51 健康相談の充実

各種疾病の予防や日常の健康等に関する正
しい知識を普及するとともに、市民の健康
に対する関心を高めるため、健康相談を行
います。また、相談を必要とする市民に情
報が届くように、広報手段を充実させます。

健康推進課
子ども子育て支援課

52
妊産婦のための相談
体制の充実

妊産婦が抱える様々な悩みに対応するため
の相談体制を充実させます。市報や母子健
康手帳交付時の面接を活用して、相談を必
要とする市民に広く周知します。

子ども子育て支援課
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No. 事業名 事業内容 事業担当課

53
女性に対する健（検）
診事業の充実

女性特有のがん検診や健康診査について、
内容や広報の充実に努めるとともに、働く
女性が受診しやすいような健（検）診の在
り方を検討します。

健康推進課
子ども子育て支援課

54
疾病の予防と健診事
業の充実

各種がん検診や健康診査の実施、健康に関
する情報を提供することにより、がん等の
疾病の早期発見、早期治療を図るとともに、
疾病に対する市民の正しい理解を支援しま
す。また、健（検）診の対象者に情報が届
くように、広報手段を充実させます。

健康推進課

（３）重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

49
心とからだの健康づ
くりの推進

（健康推進課）
健康教室事業等の参加
者数

（スポーツ振興課）
市主催事業の参加者数
/ 総合体育館の利用者数

（健康推進課）

211 人
（スポーツ振興課）

延べ
2,292 人 /
延べ
89,313 人

（健康推進課）

600 人
/ 年

（スポーツ振興課）

延べ
6,000 人 /
延べ
92,000 人

健康推進課
スポーツ振興課
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４　多文化共生の推進
（１）現状と課題

社会経済文化活動のグローバル化、外国人入国者数の増加、情報通信技術の進展等によ
り、国際的なかかわり度合いがより強くなっています。

本市における外国人数の推移をみても、近年、増加傾向にあり（図３-７）、国籍や民族
等の異なる人々が、お互いの文化的な違いを理解し認め合い、対等な関係を築きつつ、地
域社会の構成員として共に生きていくことが求められています。

こうした状況を踏まえて、市民一人一人が、様々な国籍・民族・文化的背景を持つ外国
人を尊重し、お互いに助け合いながら日々の生活や事業活動をしていくことが必要です。

図３-７　武蔵村山市における外国人数の推移

０

500

1,000

1,500

2,000

H30H29H28H27H26H25H24H23H22H21

（人）

1,229 1,219 1,177
1,071 1,100 1,159

1,369 1,427
1,588 1,640

（出典：平成 30 年度武蔵村山市統計書より作成）

（２）施策と事業
○国際交流・理解の推進

No. 事業名 事業内容 事業担当課

55
国際交流の推進と
国際理解の促進

市民一人一人が外国や外国人との間でお互
いの文化や習慣を理解し、尊重し合える関
係づくりを支援します。市民同士の包括的
な交流の推進という面で重要な意義を持つ
国際姉妹都市提携の実施に向けて、取り組
んでいきます。

協働推進課
教育指導課
企画政策課

56
国際ガールズ・デー＊

に連動した国際交流
イベントの開催

世界の女子の境遇を紹介することで、女性
の立場を再認識し、女子の持つ可能性につ
いての社会的意識を向上させていきます。

協働推進課
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基本目標❹　すべての分野での男女共同参画の推進

１　地域社会での男女共同参画の推進
（１）現状と課題

市民意識調査の結果では、「PTA や自治会などの地域活動」での役割分担について、「主
に女性が行っている」は約４割を占めますが、「主に男性が行っている」は約１割にとどまっ
ています（図４-１）。

市の女性管理職数は 56 人中６人（10.7％）、市内の小・中学校の PTA 会長の女性割合
は 13 学校中３学校（23.1％）、市内の自治会会長に占める女性割合は 56 自治会中９自治
会（16.1％）と低水準にとどまっており、実働は「女性」、組織のリーダーは「男性」と
いう固定的な役割分担が根強く残っていることがうかがえます。

地域活動等の場面において、性別にかかわりなく、活動の担い手として参加しやすい環
境づくりを進めるとともに、「女性」がリーダーシップを発揮できるように意識啓発して
いくことが必要です。

＊市の女性管理職数および市内の自治会会長に占める女性割合は平成 31 年４月１日時点、市内の小・

中学校の PTA 会長の女性割合は令和元年７月１日時点

図４-１　PTA や自治会などの地域活動での役割分担

（n=408）

主に女性が
行っている
39.7％

該当なし
31.1％

無回答
4.9％

主に男性が行っている
10.5％

男女ともに
行っている
13.7％

（出典：「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」）



武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

52

武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

52

（２）施策と事業
①地域での男女平等意識の醸成

No. 事業名 事業内容 事業担当課

57
地域における男女平
等の啓発

【重点事業】

各種イベントに男女共同参画ブースを出展
するなど、地域で啓発活動を実施します。

協働推進課

58

Renewal
男女共同参画の推進
を担う地域活動団体
との連携

【重点事業】

男女共同参画に資する活動を行っている市
民団体を洗い出し、支援を行うことで、市
民団体の意識を高めるとともに、連携を強
化します。

協働推進課

②地域住民の交流促進

No. 事業名 事業内容 事業担当課

59 地域活動への支援

ワーク・ライフ・バランスの実践により、
市民が趣味や余暇を生かした仲間づくりや
地域活動を活発に行い、充実した多彩な暮
らしを送ることを支援します。

協働推進課

（３）重点事業の数値目標

No. 事業名 目標の内容 現状値 目標値 事業担当課

57
地域における男女平
等の啓発

パネル展（ブース）
出展回数

１回
年１回
以上

協働推進課
地域における男女平等
感

34.7％ 70％

58
男女共同参画の推進
を担う地域活動団体
との連携

男女共同参画センター
と連携して活動する団
体数

０団体 ２団体 協働推進課

＊地域における男女平等感の現状値は、「武蔵村山市市民意識調査（平成 30 年８月実施）」において「自

治会や NPO 等の地域活動の場」の男女の地位について「平等」と回答した割合。
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２　防災分野での男女共同参画の推進
（１）現状と課題

国の第４次男女共同参画基本計画では、「東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、防災・
復興施策への男女共同参画の視点の導入を進めるとともに、防災・復興における女性の参
画とリーダーシップの重要性について、国内外に発信する。」と示されています。

避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査 1 の報告書では、「女性だけの区画も
作った方が良い」「女性の為に、着替え場所や、下着を干すところ、授乳室などは絶対に必要」

「女性は特に生理用品、下着などの不足」「夜中トイレに起きた若い女の子が同じ避難所に
いた男に襲われるという話を聞いた。年齢関係なく男女別にしたらどうか」「女性スタッ
フを増やすべき。男性には言いづらい事や細かい配慮も必要」等の自由記載がなされてい
ます。

本市では、男女共同参画の視点を踏まえた災害対応を図り、災害発生時に救援物資の配
分や避難所運営等、性別によるニーズの違いに対応するために、防災会議委員として女性
３名（30 名中：10％）を登用しています（表４-１）。

今後も引き続き、平常時から男女共同参画の視点を踏まえた防災対策に取り組むととも
に、固定的な性別役割分担意識に捉われず防災活動に取り組む人材を育成することが必要
です。

表４-１　本市と周辺市における防災会議委員数・女性委員数・女性割合

自治体名 総委員数（人） 女性委員数（人） 女性割合（％）

武蔵村山市 30 ３ 10.0

立川市 41 ３  7.3

昭島市 40 ５ 12.5

小平市 32 ４ 12.5

東村山市 32 ２  6.3

国分寺市 33 ２  6.1

福生市 29 ５ 17.2

東大和市 25 ５ 20.0

羽村市 28 ３ 10.7

あきる野市 36 ４ 11.1
（出典： 「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（平成30年度）」 

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/2018/shikuchoson.html より作成）

１　東日本大震災での被災地住民及び全国の地方公共団体に対して、災害時要援護者支援と避難生活に関する
実態把握の一環として実施された調査（平成 25 年）。内閣府防災情報のページ。（http://www.bousai.
go.jp/kaigirep/houkokusho/hinan_taisaku/houkoku.html）
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（２）施策と事業
①防災分野での女性参画推進

No. 事業名 事業内容 事業担当課

60
消防団、自主防災組
織への女性の参画促
進

防災分野における固定的な性別による役割
分担意識の解消のため、消防団への女性の
入団を促進します。また、自主防災組織へ
の男女双方の参画を促します。

防災安全課

②男女共同参画の視点を踏まえた防災対策

No. 事業名 事業内容 事業担当課

61

Renewal
男女共同参画の視点
による地域防災計画
の推進

地域防災計画の見直しに向け、防災会議に
女性委員を積極的に登用し、男女共同参画
の視点を反映させます。

防災安全課

62
Renewal
避難所における男女
共同参画の推進

災害発生時の女性の人権を擁護するため、
避難所の運営に女性を参画させるよう検討
します。また、避難所管理運営マニュアル
作成に際して、女性の意見も反映させます。

防災安全課

63

New
女性の視点を踏まえ
た防災講習・イベン
トの開催

女性の視点を活かした地域防災力の向上の
ため、男女共同参画に配慮した防災講習や
イベントを開催します。

防災安全課
協働推進課
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❶ 計画の推進体制・連携体制

（１）男女共同参画センター「ゆーあい」の浸透
男女共同参画センター「ゆーあい」は、本市の男女共同参画事業推進の拠点として、男

女共同参画に関する情報及び学習機会の提供、資料・図書の展示や貸出、講座やイベント
の開催、相談事業等を行っています。

本計画においても、引き続き男女共同参画に関連する普及啓発事業において中心的な役
割を果たすことから、より市民に身近に感じてもらえるように事業内容を充実させ、さら
なる浸透を図ります。

（２）「ゆーあい」ネットワークの構築
男女共同参画計画に示される各事業の所管課は、庁内の多数の部門がかかわることか

ら、各事業所管課との庁内連携が不可欠です。また、市民団体、事業者との協働により推
進する事業もあり、市内の各主体との協働が不可欠です。さらに、DV 対策支援、就業支
援等、庁内だけでは対応が難しい事業については、国、東京都、関係機関（警察、法務局、
DV 被害者支援団体、ハローワーク、商工団体等）との外部連携が不可欠です。

連携・協働の視点が不可欠な事業の実効性を高めるために、「ゆーあい」ネットワーク
を構築します（図１－１）。

図１-１　計画の推進体制・連携体制

市民 事業所市民団体

関係機関
（警察、法務局、DV被害者支援団体、
ハローワーク、商工団体　等）

庁内
事業担当課

男女共同参画センター
「ゆーあい」

東京都国

【武蔵村山市】

「ゆーあい」ネットワーク

武蔵村山市
男女共同参画推進
市民委員会

協働推進課
（計画主管課）

武蔵村山市
男女共同参画推進

委員会
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❷ 進行管理

第三次計画の進捗評価は、各事業所管課が進捗状況に対し A ～ E の５段階で自己評価
しており、年に１回、全体の進捗状況が公表されています。

本計画では、重要事業について、可能な限り活動指標と成果指標を分けて設定し、各事
業の進捗状況と事業実施により得られた成果の両面からみた計画の進捗状況を把握しま
す。

具体的には、年に１回、各課に対しての事業の進捗状況調査を実施し、各事業の進捗状
況を公表するとともに、必要に応じて、各事業の目標設定を再検討することで各事業の着
実な進行を図ります（図１－２）。

図１-２　本計画の進行管理（PDCA サイクル）

連携

協働推進課
《計画全体の統括管理》

各事業担当課
《各事業の実施・運営》

Plan
武蔵村山市

第四次男女共同参画計画、
各事業の目標値設定
＜活動指標、成果指標＞

Check

各事業の達成状況の把握、
評価、事業内容等の改善

＜年１回報告＞

Do
事業の実施

＜各主体がそれぞれの役割を果たす＞

Action
事業の継続的実施、
改善事業の実施

＜各主体がそれぞれの役割を果たす＞
市民

市

事業者
市民

市

事業者

資料編



武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

資料編





─　資　料　編　─

─
　
資
　
料
　
編
　
─

61

１．男女共同参画社会基本法

（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）
最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号

目次
前文
第一章　総則（第一条―第十二条）
第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基
本的施策（第十三条―第二十条）
第三章　男女共同参画会議（第二十一条―第二十八
条）

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法
の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた
様々な取組が国際社会における取組とも連動しつつ
着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要と
されている。一方、少子高齢化の進展、国内経済活
動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に
対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重
しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ
の個性と能力を十分に発揮することができる男女共
同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。こ
のような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現
を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と
位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図って
いくことが重要である。ここに、男女共同参画社会
の形成についての基本理念を明らかにしてその方向
を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民
の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的か
つ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章　総則
（目的）

第一条　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）
第二条　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）
第三条　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）
第四条　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）
第五条　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）
第六条　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）
第七条　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）
第八条　国は、第三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）
第九条　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
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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）
第十条　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）
第十一条　政府は男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の
措置その他の措置を講じなければならない。

（年次報告等）
第十二条　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。

第二章　 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）
第十三条　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　前二項の規定は、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）
第十四条　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）
第十五条　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）
第十六条　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）
第十七条　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）
第十八条　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）
第十九条　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）
第二十条　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。

第三章　男女共同参画会議
（設置）

第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会
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議」という。）を置く。
（所掌事務）

第二十二条　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、第十三条第三項

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　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必
要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係
各大臣に対し、意見を述べること。

四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の実施状況を監視し及び政府の施策
が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し
必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関
係各大臣に対し、意見を述べること。

（組織）
第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。
（議長）

第二十四条　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）

第二十五条　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

総数の十分の五未満であってはならない。
３　第一項第二号の議員のうち、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十分の
四未満であってはならない。

４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。
（議員の任期）

第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年
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　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）

第二十七条　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）
第二十八条　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）

第一条　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）
第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第

七号）は、廃止する。
（経過措置）

第三条　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。）第一
条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第
二十一条第一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四条第
一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、第二十三
条第一項の規定により、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、同条第二項の規
定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四
条第二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五条第
一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三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、第二十四条第一項の規定により審議会の会長と
して定められ、又は同条第三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（平成十一年七月十六日法律第百二号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平
成十一年法律第八十八号）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。
二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規
定　公布の日

（別に定める経過措置）
第三十条　第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、
別に法律で定める。

附　則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、
平成十三年一月六日から施行する。　 
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２．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成 13 年４月 13 日法律第 31 号）
最終改正：令和元年６月 26 日号外法律第 46 号

目次
前文
第一章　総則（第一条・第二条） 
第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等（第二
条の二・第二条の三） 
第二章　配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第
五条） 
第三章　被害者の保護（第六条―第九条の二） 
第四章　保護命令（第十条―第二十二条） 
第五章　雑則（第二十三条―第二十八条） 
第五章の二　補則（第二十八条の二） 
第六章　罰則（第二十九条・第三十条） 
附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の
下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に
向けた取組が行われている。ところが、配偶者からの
暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ
るにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行
われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、
多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性
に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を
害し、男女平等の実現の妨げとなっている。このよう
な状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図る
ためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護
するための施策を講ずることが必要である。このこと
は、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際
社会における取組にも沿うものである。ここに、配偶
者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の
体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

第一章　総則
（定義）

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

２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの
暴力を受けた者をいう。

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

実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離
婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを
含め、その適切な保護を図る責務を有する。

第一章の二　 基本方針及び都道府県基本計画
等 

（基本方針） 
第二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項に
おいて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基
本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三
項において「基本方針」という。）を定めなければ
ならない。 

２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条
第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村
基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な事項 
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の内容に関する事項
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項
３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長
に協議しなければならない。

４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）
第二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「都道府県基本計画」という。）
を定めなければならない。

２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を
定めるものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な方針
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施内容に関する事項 
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項 
３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方

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

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

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

第二章　配偶者暴力相談支援センター等
（配偶者暴力相談支援センター）

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

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

３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務
を行うものとする。
一　被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関
を紹介すること。

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

三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合に
あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、
第六号、第五条、第八条の三及び第九条において
同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保
護を行うこと。 

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

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

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

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

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

（婦人相談員による相談等）
第四条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。
（婦人保護施設における保護）

第五条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。

第三章　被害者の保護
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

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

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

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

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

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい
ての説明等）

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

（警察官による被害の防止）
第八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

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

（警察本部長等の援助）
第八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい
ては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）
又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者
から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止する
ための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を
相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受け
ている者に対し、国家公安委員会規則で定めるとこ
ろにより、当該被害を自ら防止するための措置の教
示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止
するために必要な援助を行うものとする。
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（福祉事務所による自立支援）
第八条の三　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福
祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年
法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律
第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭
和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定め
るところにより、被害者の自立を支援するために必
要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村
の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行う
に当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互
に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理） 
第九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を
受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう
努めるものとする。 

第四章　保護命令
（保護命令）

第十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は
生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し
害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この
章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章
において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴
力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更
なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する
暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚
姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で
あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第
十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶
者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合
にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配
偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害
者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に
あっては、当該配偶者であった者から引き続き受け
る身体に対する暴力。同号において同じ。）により、
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大
きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、そ
の生命又は身体に危害が加えられることを防止する
ため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力
又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離
婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって
は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三
号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）
に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての
時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共
にする場合に限る。
一　命令の効力が生じた日から起算して六月間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として
いる住居を除く。以下この号において同じ。）そ
の他の場所において被害者の身辺につきまとい、
又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在す
る場所の付近をはいかいしてはならないこと。

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

２　前項本文に規定する場合において、同項第一号の
規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、
被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が
加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、
命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令
の効力が生じた日から起算して六月を経過する日ま
での間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの
行為もしてはならないことを命ずるものとする。
一　面会を要求すること。
二　その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシ
ミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを 
送信すること。 

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

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

七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得
る状態に置くこと。

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

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

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

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

（管轄裁判所） 
第十一条　前条第一項の規定による命令の申立てに係

る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないと
き又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄
する地方裁判所の管轄に属する。

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

一　申立人の住所又は居所の所在地
二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫が行われた地
（保護命令の申立て） 

第十二条　第十条第一項から第四項までの規定による
命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に
掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けた状況 
二　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者
から受ける身体に対する暴力により、生命又は身
体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める
に足りる申立ての時における事情

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

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

五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職
員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、
又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びそ
の事実があるときは、次に掲げる事項
イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称
ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容
２　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に
は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げ
る事項についての申立人の供述を記載した書面で公
証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条
ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな
らない。

（迅速な裁判）
第十三条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件に

ついては、速やかに裁判をするものとする。
（保護命令事件の審理の方法）

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

２　申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲
げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶
者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対
し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた
際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記
載した書面の提出を求めるものとする。この場合に
おいて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該
所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。

３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の
配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長
又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは
保護を求められた職員に対し、同項の規定により書
面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ
とができる。

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

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

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

４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者
暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援
助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書
に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニま
でに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官
は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、
当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援
センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴
力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、
申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは
保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援セ
ンター）の長に通知するものとする。

５　保護命令は、執行力を有しない。
（即時抗告）

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

２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ
さない。

３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消
しの原因となることが明らかな事情があることにつ
き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て
により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま
での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ
る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所
も、この処分を命ずることができる。

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

５　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し
立てることができない。

６　抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命
令を取り消す場合において、同条第二項から第四項ま
での規定による命令が発せられているときは、抗告
裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。

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

８　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい
て準用する。

（保護命令の取消し）
第十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令

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

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

３　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項
の場合について準用する。

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の
申立て）

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

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

「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八
条第一項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）
第十九条　保護命令に関する手続について、当事者

は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく
は謄写、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
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期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の
送達があるまでの間は、この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）
第二十条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の

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

（民事訴訟法の準用）
第二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に
反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）
の規定を準用する。

（最高裁判所規則）
第二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命 

令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規
則で定める。

第五章　雑則
（職務関係者による配慮等）

第二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、
捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当た
り、被害者の心身の状況、その置かれている環境等
を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずそ
の人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘
密の保持に十分な配慮をしなければならない。

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

（教育及び啓発）
第二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及
び啓発に努めるものとする。

（調査研究の推進等）
第二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の
更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回
復させるための方法等に関する調査研究の推進並び
に被害者 の保護に係る人材の養成及び資質の向上
に努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）
第二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う
民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも
のとする。

（都道府県及び市の支弁）
第二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支

弁しなければならない。
一　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務

を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 
二　第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所

が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働
大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合
を含む。）に要する費用 

三　第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用 

四　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市
町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託
して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事
務に要する費用 

２　市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦
人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければ
ならない。

（国の負担及び補助）
第二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう
ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、
その十分の五を負担するものとする。

２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる
費用の十分の五以内を補助することができる。
一　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
二　市が前条第二項の規定により支弁した費用

第五章の二　補則 
（この法律の準用） 

第二十八条の二　第二条及び第一章の二から前章まで
の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に
おける共同生活に類する共同生活を営んでいないも
のを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当
該関係にある相手からの身体に対する暴力等をい
い、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等
を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合に
あっては、当該関係にあった者から引き続き受ける
身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け
た者について準用する。この場合において、これ
らの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第
二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴
力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条 被害者 被害者（第二十八
条の二に規定する
関係にある相手か
らの暴力を受けた
者をいう。以下同
じ。）

第六条第一項 配偶者又は配
偶者であった
者

同条に規定する関
係にある相手又は
同条に規定する関
係 に あ る 相 手 で
あった者
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第十条第一項から
第 四 項 ま で、 第
十一条第二項第二
号、第十二条第一
項第一号から第四
号まで及び第十八
条第一項

配偶者 第二十八条の二に
規定する関係にあ
る相手

第十条第一項 離婚をし、又
はその婚姻が
取り消された
場合

第二十八条の二に
規定する関係を解
消した場合

第六章　罰則
第二十九条　保護命令（前条において読み替えて準用

する第十条第一項から第四項までの規定によるもの
を含む。次条において同じ。）に違反した者は、一
年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

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

附　則
（施行期日）

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

（経過措置）
第二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し
て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合にお
ける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件
に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二
項及び第三項の規定の適用については、これらの規
定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦
人相談所」とする。

（検討）
第三条　この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案
し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措
置が講ぜられるものとする。

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正）
第四条　民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年

法律第四十号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕 

附　則 〔平成一六年六月二日法律第六四号〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経
過した日から施行する。

（経過措置） 
第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（次項において「旧法」という。）第十条
の規定による命令の申立てに係る同条の規定による
命令に関する事件については、なお従前の例による。 

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

「二月」とあるのは、「二週間」とする。
（検討）

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

附　則 〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経
過した日から施行する。

（経過措置）
第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同
条の規定による命令に関する事件については、なお
従前の例による。

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正）
第三条　民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年

法律第四十号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附　則 〔平成二五年七月三日法律第七二号〕
（施行期日） 

１　この法律は、公布の日から起算して六月を経過し
た日から施行する。

（銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正） 
２　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六

号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

３　民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律
第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕
附　則 〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

（施行期日）
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第一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一　〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四

条並びに第十九条の規定　公布の日
二　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条ま

で、第十二条及び第十五条から第十八条までの規
定　平成二十六年十月一日

三　〔略〕 
（政令への委任）

第十九条　この附則に規定するもののほか、この法律
の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則 〔令和元年六月二六日法律第四六号抄〕
（施行期日） 

第一条　この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。 
一　附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定　

公布の日 
二・三　〔略〕

（その他の経過措置の政令への委任） 
第四条　前二条に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
〔検討等〕 

第八条　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施
行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項
の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者か
らの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項
までの規定による命令の申立てをすることができる
同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとする。 

２　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後
三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶
者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生
のための指導及び支援の在り方について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。
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３．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成 27 年９月４日法律第 64 号）
最終改正：令和元年６月５日号外法律第 24 号

目次 
第一章　総則（第一条―第四条）
第二章　基本方針等（第五条・第六条）
第三章　事業主行動計画等
第一節　事業主行動計画策定指針（第七条）
第二節　一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 
第三節　特定事業主行動計画（第十九条） 
第四節　女性の職業選択に資する情報の公表（第二十
条・第二十一条）
第四章　女性の職業生活における活躍を推進するため
の支援措置（第二十二条―第二十九条） 
第五章　雑則（第三十条―第三十三条） 
第六章　罰則（第三十四条―第三十九条） 
附則

第一章　総則
（目的）

第一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業
生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能
力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が
一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社
会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念
にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に
ついて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共
団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基
本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生
活における活躍を推進するための支援措置等につい
て定めることにより、女性の職業生活における活躍
を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊
重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需
要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応でき
る豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

（基本原則）
第二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま
え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営も
うとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及
び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の
積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別によ
る固定的な役割分担等を反映した職場における慣行
が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響
に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない。

２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活
を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他
の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職する
ことが多いことその他の家庭生活に関する事由が職
業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女

が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の
下に、育児、介護その他の家庭生活における活動に
ついて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ
職業生活における活動を行うために必要な環境の整
備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑か
つ継続的な両立が可能となることを旨として、行わ
れなければならない。

３　女性の職業生活における活躍の推進に当たって
は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本
人の意思が尊重されるべきものであることに留意さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則
（次条及び第五条第一項において「基本原則」とい
う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の
推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施
しなければならない。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活
に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職
業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
その他の女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は
地方公共団体が実施する女性の職業生活における活
躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章　基本方針等 
（基本方針）

第五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生
活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一
体的に実施するため、女性の職業生活における活躍
の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）
を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本的な方向
二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する次に掲げる事項
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
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に関する施策に関する重要事項
四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために必要な事項
３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ
ばならない。

５　前二項の規定は、基本方針の変更について準用す
る。

（都道府県推進計画等）
第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活躍
の推進に関する施策についての計画（以下この条に
おいて「都道府県推進計画」という。）を定めるよ
う努めるものとする。

２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定めら
れているときは、基本方針及び都道府県推進計画）
を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職
業生活における活躍の推進に関する施策についての
計画（次項において「市町村推進計画」という。）
を定めるよう努めるものとする。

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市
町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。

第三章　事業主行動計画等
第一節　事業主行動計画策定指針

第七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、
事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組を総合的かつ効果的に実施することができる
よう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一
般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特
定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」
と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主
行動計画策定指針」という。）を定めなければなら
ない。

２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる
事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの
を定めるものとする。 
一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の内容に関する事項
三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する重要事項
３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、
遅滞なくこれを公表しなければならない。

第二節　一般事業主行動計画等
（一般事業主行動計画の策定等）

第八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一
般事業主」という。）であって、常時雇用する労働
者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が
実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
に届け出なければならない。これを変更したときも、
同様とする。 

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項
を定めるものとする。
一　計画期間
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標
三　実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期
３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労
働省令で定めるところにより、採用した労働者に占
める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、
労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める
女性労働者の割合その他のその事業における女性の
職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性
の職業生活における活躍を推進するために改善すべ
き事情について分析した上で、その結果を勘案して、
これを定めなければならない。この場合において、
前項第二号の目標については、採用する労働者に占
める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異
の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者
に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定
量的に定めなければならない。

４　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動
計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で
定めるところにより、これを労働者に周知させるた
めの措置を講じなければならない。

５　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動
計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定
めるところにより、これを公表しなければならない。

６　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動
計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主
行動計画に定められた目標を達成するよう努めなけ
ればならない。

７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が
百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即し
て、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定
めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努
めなければならない。これを変更したときも、同様
とする。

８　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般
事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合
について、第四項から第六項までの規定は前項に規
定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又
は変更した場合について、それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）
第九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、
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厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に
ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもの
であることその他の厚生労働省令で定める基準に適
合するものである旨の認定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）
第十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定

一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用
に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる
書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるも
の（次項及び第十四条第一項において「商品等」と
いう。）に厚生労働大臣の定める表示を付すること
ができる。 

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

（認定の取消し）
第十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取
り消すことができる。
一　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。
二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定）
第十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申

請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、
当該事業主について、女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した
一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一
般事業主行動計画に定められた目標を達成したこ
と、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三
号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）
第二十九条に規定する業務を担当する者を選任して
いること、当該女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組の実施の状況が特に優良なものである
ことその他の厚生労働省令で定める基準に適合する
ものである旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）
第十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特

例認定一般事業主」という。）については、第八条
第一項及び第七項の規定は、適用しない。

２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めると
ころにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公
表しなければならない。

（特例認定一般事業主の表示等）
第十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。
２　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用

する。
（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次
の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認
定を取り消すことができる。
一　第十一条の規定により第九条の認定を取り消す

とき。
二　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。
三　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は

虚偽の公表をしたとき。
四　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法

律に基づく命令に違反したとき。
五　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）
第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の
数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項
において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をし
て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとす
る場合において、当該承認中小事業主団体が当該募
集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和
二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び
第三項の規定は、当該構成員である中小事業主につ
いては、適用しない。

２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」
とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別
の法律により設立された組合若しくはその連合会で
あって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法
人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするも
の（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限
る。）のうち、その構成員である中小事業主に対し
て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
を実施するための人材確保に関する相談及び援助を
行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働
大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生
労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行った
ものをいう。

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規
定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同
項の承認を取り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に
従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、募集時期、 募集人員、募集地域その他
の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定め
るものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定
による届出があった場合について、同法第五条の三
第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第
四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の
二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は
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前項の規定による届出をして労働者の募集に従事す
る者について、同法第四十条の規定は同項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者に対する
報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四
項の規定はこの項において準用する同条第二項に規
定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同法第三十七条第二項中「労働
者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第
四項の規定による届出をして労働者の募集に従事し
ようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該
労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ
るのは「期間」と読み替えるものとする。

６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三
の規定の適用については、同法第三十六条第二項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者
の募集に従事させようとする者がその被用者以外の
者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「第
三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成
二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

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

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定によ
る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業
主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研
究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集
の内容又は方法について指導することにより、当該
募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）
第十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定

により一般事業主行動計画を策定しようとする一般
事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業
主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者へ
の周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づ
く措置が円滑に実施されるように相談その他の援助
の実施に努めるものとする。

第三節　特定事業主行動計画
第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又

はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事
業主」という。）は、政令で定めるところにより、
事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動
計画（特定事業主が実施する女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以
下この条において同じ。）を定めなければならない。

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項
を定めるものとする。
一　計画期間 
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標
三　実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期
３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

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

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

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

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

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

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

第二十条　第八条第一項に規定する一般事業主（常時
雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）
は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活
を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する
よう、その事業における女性の職業生活における活
躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ
ばならない。
一　その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の提供に関する実
績

二　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との
両立に資する雇用環境の整備に関する実績

２　第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定
する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定め
るところにより、職業生活を営み、又は営もうとす
る女性の職業選択に資するよう、その事業における
女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲
げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表
しなければならない。

３　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働
省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は
営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事



武蔵村山市第四次男女共同参画計画─ゆーあいプラン─

76

業における女性の職業生活における活躍に関する第
一項各号 に掲げる 情報 の少なくともいずれか一方
を定期的に公表するよう努めなければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報
の公表）

第二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところ
により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の
職業選択に資するよう、その事務及び事業における
女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる 
情報を定期的に公表しなければならない。
一　その任用し、又は任用しようとする女性に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績
二　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両

立に資する勤務環境の整備に関する実績

第四章　 女性の職業生活における活躍を推進
するための支援措置

（職業指導等の措置等）
第二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業
の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。

２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を
推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を
営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の
関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の
情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう
努めるものとする。

３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務
の一部を、その事務を適切に実施することができる
ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委
託することができる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又
は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当
該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）
第二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する地方公共団体の施策を支援するために必
要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国等からの受注機会の増大）
第二十四条　は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公
庫その他の特別の法律によって設立された法人で
あって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件
の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認
定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の
職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業
生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況
が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業
主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要
な施策を実施するものとする。

２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事

業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実
施するように努めるものとする。

（啓発活動） 
第二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活

における活躍の推進について、国民の関心と理解を
深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発
活動を行うものとする。

（情報の収集、整理及び提供）
第二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推

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

（協議会） 
第二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業
を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条にお
いて「関係機関」という。）は、第二十二条第一項
の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定
により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他
の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報
を活用することにより、当該区域において女性の職
業生活における活躍の推進に関する取組が効果的か
つ円滑に実施されるようにするため、関係機関によ
り構成される協議会（以下「協議会」という。）を
組織することができる。

２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体
の区域内において第二十二条第三項の規定による事
務の委託がされている場合には、当該委託を受けた
者を協議会の構成員として加えるものとする。

３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認め
るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加
えることができる。
一　一般事業主の団体又はその連合団体
二　学識経験者
三　その他当該関係機関が必要と認める者

４　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下こ
の項において「関係機関等」という。）が相互の連
絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍
の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の
緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の
職業生活における活躍の推進に関する取組について
協議を行うものとする。

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

（秘密保持義務）
第二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の

事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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第五章　雑則
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必
要があると認めるときは、第八条第一項に規定する
一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一
般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に
対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告
をすることができる。

（公表） 
第三十一条　厚生労働大臣は、 第二十条第一項若しく

は第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の
公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は
第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表を
した認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で
ある第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前
条の規定による勧告をした場合において、当該勧告
を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を
公表 することができる。 

（権限の委任）
第三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、

第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する
厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任する
ことができる。

（政令への委任）
第三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律

の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章　罰則
第三十四条　第十六条第五項において準用する職業安

定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命
令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一
年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏ら

した者
二　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、六
月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者
二　第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三　第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第三十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 
一　第十条第二項（第十四条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反した者
二　第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽
の報告をした者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第
五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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

第三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、第三十四条、第三十六 条又は前条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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

附　則 
（施行期日）

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

（この法律の失効）
第二条　この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、

その効力を失う。
２　第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に
ついては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含
む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定す
る日後も、なおその効力を有する。

３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関し
て知り得た秘密については、第二十八条の規定（同
条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわら
ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用
については、この法律は、第一項の規定にかかわら
ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 
第三条　前条第二項から第四項までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政
令で定める。

（検討）
第四条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要
があると認めるときは、この法律の規定について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。

（社会保険労務士法の一部改正）
第五条　社会保険労務士法（昭和四十三年法律第

八十九号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
（内閣府設置法の一部改正）

第六条　内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）
の一部を次のように改正する。
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〔次のよう略〕 
附　則 〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十九年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一　第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加

える改正規定及び附則第三十五条の規定　公布の
日

二・三　〔略〕 
四　〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第

二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規
定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除
く。）の規定　平成三十年一月一日

五　〔略〕 
（罰則に関する経過措置）

第三十四条　この法律（附則第一条第四号に掲げる規
定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対
する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第三十五条　この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附　則 〔令和元年六月五日法律第二四号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
一　〔前略〕附則第六条の規定　公布の日
二　第二条の規定　公布の日から起算して三年を超

えない範囲内において政令で定める日
（罰則に関する経過措置） 

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

（政令への委任）
第六条　この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
（検討）

第七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場
合において、この法律による改正後の規定の施行の
状況について検討を加え、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと
する。
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４．東京都男女平等参画基本条例

（平成 12 年３月 31 日条例第 25 号）

目次
前文
第一章　総則（第一条―第七条）
第二章　基本的施策（第八条―第十一条）
第三章　男女平等参画の促進（第十二条・第十三条）
第四章　性別による権利侵害の禁止（第十四条）
第五章　東京都男女平等参画審議会（第十五条―第
十九条）
附則

男性と女性は、人として平等な存在である。男女は、
互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければ
ならない。

東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内
の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長年の
取組により男女平等は前進してきているものの、今な
お一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存
在している。

本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力あ
る都市として発展するためには、家庭生活においても、
社会生活においても、男女を問わず一人一人に、その
個性と能力を十分に発揮する機会が確保されているこ
とが重要である。男女が社会の対等な構成員として社
会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、
真に調和のとれた豊かな社会が形成されるのである。

すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊
重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画
し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指
し、ここに、この条例を制定する。

第一章　総則
（目的）

第一条　この条例は、男女平等参画の促進に関し、基
本理念並びに東京都（以下「都」という。）、都民及
び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施策
の基本的事項を定めることにより、男女平等参画の
促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男
女平等参画施策」という。）を総合的かつ効果的に
推進し、もって男女平等参画社会を実現することを
目的とする。

（定義）
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　男女平等参画　男女が、性別にかかわりなく個

人として尊重され、及び一人一人にその個性と能
力を発揮する機会が確保されることにより対等な
立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参
画し、責任を分かち合うことをいう。

二　積極的改善措置　社会のあらゆる分野における
活動に参画する機会についての男女間の格差を改

善するため、必要な範囲において、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　性的な言動によ
り当該言動を受けた個人の生活の環境を害するこ
と又は性的な言動を受けた個人の対応により当該
個人に不利益を与えることをいう。

（基本理念）
第三条　男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社

会を基本理念として促進されなければならない。
一　男女が、性別により差別されることなく、その

人権が尊重される社会
二　男女一人一人が、自立した個人としてその能力

を十分に発揮し、固定的な役割を強制されること
なく、自己の意思と責任により多様な生き方を選
択することができる社会

三　男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生
活における活動及び政治、経済、地域その他の社
会生活における活動に対等な立場で参画し、責任
を分かち合う社会

（都の責務）
第四条　都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、

及び実施する責務を有する。
２　都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、都

民、事業者、国及び区市町村（特別区及び市町村を
いう。以下同じ。）と相互に連携と協力を図ること
ができるよう努めるものする。

（都民の責務）
第五条　都民は、男女平等参画社会について理解を深

め、男女平等参画の促進に努めなければならない。
２　都民は、都が行う男女平等参画施策に協力するよ

う努めなければならない。
（事業者の責務）

第六条　事業者は、その事業活動に関し、男女平等参
画の促進に努めなければならない。

２　事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力する
よう努めなければならない。

（都民等の申出）
第七条　都民及び事業者は、男女平等参画を阻害する

と認められること又は男女平等参画に必要と認めら
れることがあるときは、知事に申し出ることができる。

２　知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等参
画に資するよう適切に対応するものとする。

第二章　基本的施策
（行動計画）

第八条　知事は、男女平等参画の促進に関する都の施
策並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画的
に推進するための行動計画（以下「行動計画」とい
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う。）を策定するものとする。
２　知事は、行動計画を策定するに当たっては、都民

及び事業者の意見を反映することができるよう、適
切な措置をとるものとする。

３　知事は、行動計画を策定するに当たっては、あら
かじめ東京都男女平等参画審議会及び区市町村の長
の意見を聴かなければならない。

４　知事は、行動計画を策定したときは、これを公表
しなければならない。

５　前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。
（情報の収集及び分析）

第九条　都は、男女平等参画施策を効果的に推進して
いくため、男女平等参画に関する情報の収集及び分
析を行うものとする。

（普及広報）
第十条　都は、都民及び事業者の男女平等参画社会に

ついての理解を促進するために必要な普及広報活動
に努めるものとする。

（年次報告）
第十一条　知事は、男女平等参画施策の総合的な推進

に資するため、男女平等参画の状況、男女平等参画
施策の実施状況等について、年次報告を作成し、公
表するものとする。

第三章　男女平等参画の促進
（決定過程への参画の促進に向けた支援）

第十二条　都は、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決定過程への男女
平等参画を促進するための活動に対して、情報の提
供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

（雇用の分野における男女平等参画の促進）
第十三条　事業者は、雇用の分野において、男女平等

参画を促進する責務を有する。
２　知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、

事業者に対し、雇用の分野における男女の参画状況
について報告を求めることができる。

３　知事は、前項の報告により把握した男女の参画状
況について公表するものとする。

４　知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、
助言等を行うことができる。

第四章　性別による権利侵害の禁止
第十四条　何人も、あらゆる場において、性別による

差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハ

ラスメントを行ってはならない。
３　家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は

精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為は、これを
行ってはならない。

第五章　東京都男女平等参画審議会
（設置）

第十五条　行動計画その他男女平等参画に関する重要

事項を調査審議するため、知事の附属機関として東
京都男女平等参画審議会（以下「審議会」という。）
を置く。

（組織）
第十六条　審議会は、知事が任命する委員二十五人以

内をもって組織する。
２　委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四割

未満とならないように選任しなければならない。
（専門委員）

第十七条　専門の事項を調査するため必要があるとき
は、審議会に専門委員を置くことができる。

（委員の任期）
第十八条　委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げ
ない。

２　専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終
了するまでとする。

（運営事項の委任）
第十九条　この章に規定するもののほか、審議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附　則

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。　
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５．武蔵村山市男女共同参画推進市民委員会設置要綱

（平成 12 年３月 16 日訓令（乙）第 21 号）

（設置）
第１条　男女共同参画社会の実現をめざし、武蔵村山

市男女共同参画計画の効果的な推進と市民の参画を
促進するため、武蔵村山市男女共同参画推進市民委
員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）
第２条　委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）　男女平等・男女共同参画に関する調査研究
（２）　武蔵村山市（以下「市」という。）が行う男女

共同参画計画の推進に関する事務への協力
（３）　男女共同参画推進の啓発に関すること。
（４）　その他、市長が必要と認める事項

（組織）
第３条　委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が

委嘱する委員 10 人以内をもって組織する。
（１）　識見を有する者
（２）　市内で活動する市民活動団体の関係者
（３）　市内で活動する公共的団体の代表者又はその構

成員
（４）　公募による市民（市内に住所を有し、又は市内

に通勤し、若しくは通学する者をいう。）　
（５）　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る者
（委員長及び副委員長）

第４条　委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、
委員の互選により選任する。

２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代
理する。

（会議）
第５条　委員会の会議は、委員長が招集する。
２　委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議

を開くことができない。
３　委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。
（任期）

第６条　委員長、副委員長及び委員の任期は、委嘱の
日からその日の属する年度の翌年度の末日までとす
る。ただし、再任を妨げない。

（庶務）
第７条　委員会の庶務は、協働推進部協働推進課にお

いて処理する。
（委任）

第８条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営
に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附　則
この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。

附　則（平成13年４月27日訓令（乙）第35号）

この要綱は、平成 13 年５月１日から施行する。
附　則（平成16年３月31日訓令（乙）第28号）

この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。
附　則（平成20年３月24日訓令（乙）第22号）

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。
附　則（平成22年３月23日訓令（乙）第15号）

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。
附　則（平成24年３月27日訓令（乙）第21号）

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。
附　則（平成26年３月24日訓令（乙）第16号）

この要綱は、平成 26 年３月 24 日から施行する。
附　則（平成27年３月18日訓令（乙）第30号）

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。
附　則（平成30年６月21日訓令（乙）第126号）

この要綱は、平成 30 年７月１日から施行する。
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６．武蔵村山市男女共同参画推進市民委員会開催経過

回　　数 開　催　日 内　　　容

平成 30 年度
第１回

平成 30 年
７月６日（金）
午後７時～

○委員長及び副委員長の選任について
○会議の公開に関する運営要領の制定について
○私の考える男女共同参画とは

第２回
平成 30 年
８月 27 日（月）
午後７時～

○市民意識調査について
○事業所アンケート調査について

第３回
平成 30 年
10 月 26 日（金）
午後７時～

○市民意識調査の結果について
○事業所アンケート調査の結果について

第４回
平成 30 年
12 月７日（金）
午後７時～

○勉強会（性の多様性について）

第５回
平成 31 年
２月６日（水）
午後７時～

○基本理念（案）、サブタイトル（案）、基本目標（案）について

第６回
平成 31 年
２月 18 日（月）
午後７時～

○基本目標（案）について

第７回
平成 31 年
３月４日（月）
午後７時～

○提言書及び今後のスケジュールについて

令和元年度
第１回

平成 31 年
４月 15 日（月）
午後７時～

○提言書で掲げた基本目標に対応する現計画の事業について

第２回
令和元年
５月 20 日（月）
午後７時～

○提言書で掲げた基本目標に対応する現計画の事業について

第３回
令和元年
９月 26 日（木）
午後７時～

○「第四次男女共同参画計画 ─ゆーあいプラン─」素案の確認に
ついて

第４回
令和元年
11 月 18 日（月）
午後７時～

○第三次男女共同参画計画の推進状況について

第 5 回
令和２年
２月 10 日（月）
午後７時～

○第四次男女共同参画計画の原案について
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７．武蔵村山市男女共同参画推進市民委員会委員名簿

区　　分 氏　　名 備　　考

委 員 長 峰岸　　喬 公募委員

副委員長 諸橋　泰樹 学識経験者

委　　員 安島てつや 公募委員

委　　員 大槻　千聡 公募委員

委　　員 小島　晴幸 公募委員
※平成 31 年 2 月 22 日まで

委　　員 高橋　幸子 公募委員

委　　員 建部　直哉 市内事業所従事者

委　　員 深松　加絵 大学生

委　　員 南　　葉子 公募委員

委　　員 百瀬　佑子 大学生
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８．武蔵村山市男女共同参画推進委員会設置要綱

（平成 12 年３月 16 日訓令（乙）第 20 号）

（設置）
第１条　男女平等の実現を図り、及び男女共同参画社

会の形成を促進するための基本的な指針となる武蔵
村山市男女共同参画計画（次条において「計画」と
いう。）を策定し、並びに男女共同参画に関する施
策（次条において「施策」という。）を効果的に推
進するため、武蔵村山市男女共同参画推進委員会（以
下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）
第２条　委員会は、計画の策定及び施策の推進に関し

必要な事項を協議する。
（組織）

第３条　委員会は、委員 12 人で組織する。
２　委員は、協働推進部長、教育部指導担当参事、企

画財務部秘書広報課長、同部企画政策課長、総務部
職員課長、同部防災安全課長、協働推進部産業振興
課長、健康福祉部高齢福祉課長、同部子育て支援課
長、同部健康推進課長、教育部教育指導課長及び同
部スポーツ振興課長の職にある者をもって充てる。

（委員長及び副委員長）
第４条　委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。
２　委員長は協働推進部長の職にある委員を、副委員

長は健康福祉部子育て支援課長をもって充てる。
３　委員長は、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るときは、その職務を代理する。
（会議）

第５条　委員会の会議は、委員長が招集する。
２　委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議

を開くことができない。
（庶務）

第６条　委員会の庶務は、協働推進部協働推進課にお
いて処理する。

（委任）
第７条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営

に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附　則

この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。
附　則（平成 14 年３月 28 日訓令（乙）第８号）

この要綱は、平成 14 年４月１日から施行する。
附　則（平成16年３月31日訓令（乙）第27号）

この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。
附　則（平成24年２月23日訓令（乙）第11号）

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。
附　則（平成25年７月１日訓令（乙）第116号）

この要綱は、平成 25 年７月１日から施行する。
附　則（平成26年３月31日訓令（乙）第26号）

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。
附　則（平成27年３月13日訓令（乙）第21号）

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。
附　則（平成29年３月31日訓令（乙）第29号）

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。
附　則（平成 30 年 12 月 28 日訓令（乙）第 156 号）

この要綱は、平成 31 年１月４日から施行する。
附　則（平成 31 年３月７日訓令（乙）第９号）

この要綱は、平成 31 年３月７日から施行する。
附　則（令和２年１月 29 日訓令（乙）第６号）

この要綱は、令和２年１月 29 日から施行し、平成
31 年４月１日から適用する。
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９．武蔵村山市男女共同参画推進委員会開催経過

回　　数 開　催　日 内　　　容

第１回
令和元年
５月 30 日（木）
午前 10 時～

○「武蔵村山市男女共同参画計画」策定に向けた提言について

第２回
令和元年
７月９日（火）
午前 10 時～

○第四次計画の体系について

第３回
令和元年
７月 29 日（月）
午前 10 時～

○第四次計画の施策と事業について

第４回
令和元年
９月６日（金）
午前 10 時～

○「第四次男女共同参画計画 ─ゆーあいプラン─」素案の確認に
ついて

第５回
令和２年
１月 16 日（木）
午前 10 時～

○第三次男女共同参画計画重点事業推進状況について
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10．武蔵村山市男女共同参画推進委員会委員名簿

区　　分 氏　　名 備　　考

委 員 長 山田　義高 協働推進部長

副委員長 木村　朋子 子育て支援課長

委　　員 高尾　典之
企画財務部長
秘書広報課長事務取扱
※令和元年 11 月１日から

委　　員 小延　明子 秘書広報課長
※令和元年 10 月 31 日まで

委　　員 鈴木　義雄 企画政策課長

委　　員 島田　　拓 職員課長

委　　員 外園　元紀 防災安全課長

委　　員 古川　敦司 産業振興課長

委　　員 加藤　俊幸 高齢福祉課長

委　　員 中野　育三 健康推進課長

委　　員 高橋　良友 学校教育担当部長
教育指導課長事務取扱

委　　員 勝山　　朗 指導担当参事

委　　員 前原　光智 スポーツ振興課長
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11．用語集

ア 
【育児・介護休業法】
「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」のこと。育児休業・介護休業・
子の看護休暇・介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児や家族の介護を行いやすくするため所定労
働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定める等により、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と
家庭生活との両立を支援する。平成 29 年 10 月施行の改正では、「育児休業期間の最長２歳までの延長」

「育児休業制度を知らせる努力義務」「育児目的休暇の導入を促進」等が追加された。

カ 
【緊急一時保護施設（シェルター）】
民間団体が運営する暴力を受けた被害者が緊急・一時的に避難できる施設のこと。被害者の一時保護に
とどまらず、相談への対応、被害者の自立へのサポート等、被害者に対する様々な援助を行う。NPO や
社会福祉法人等の法人格を持つところもある。

【国際ガールズ・デー】
平成 23 年に国際連合が定めた International Day of the Girl のこと。女の子の権利や女の子のエンパ
ワーメント（女性が個人としても、社会集団としても意思決定過程に参画し、自律的な力をつけて発揮す
ること）の促進を、広く国際社会に呼びかける日。毎年 11 月 10 日。

サ 
【ジェンダー】
「社会的・文化的に形成された性別」のこと。社会通念や慣習によって作り上げられた男性像や女性像の
こと。

【ジェンダー・ギャップ指数 】
世界経済フォーラム（World Economic Forum）から毎年、公表される指数であり、経済、教育、健康、
政治の４分野のデータから作成され、０が完全不平等、１が完全平等を意味する。

【次世代育成支援対策推進法】
平成 15 年７月に施行した 10 年間の時限立法。平成 26 年改正によりさらに 10 年延長された。次世代育
成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び
事業主による行動計画の策定を義務付けている。
　

【女性活躍推進法】
平成 28 年に施行された法律。令和元年の改正により、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社
の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が 301 人以上から101 人以上の事
業主に拡大された。

【ストーカー行為】
身体の安全や住居等の平穏や名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよう
な方法によるつきまとい等（恋愛感情等の好意感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感
情を充たす目的で、その人や家族等に対して行うつきまとい、待ち伏せ、無言電話、連続した電話や電子メー
ル等の行為）を同一のひとに対して繰り返して行うこと。
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【性自認】
自分が認識している自分自身の性別。

【性的指向】
どのような性別のひとを好きになるのかということ。

【性的マイノリティ】
性は、出生時に判定された性別（身体の性）、性自認、性的指向等の要素からなる。性的マイノリティと
は、「出生時に判定された性と性自認が一致し、かつ性的指向は異性」というパターンではないひとのこと。
レズビアン（同性愛の女性）、ゲイ（同性愛の男性）、バイセクシュアル（性別を問わず、どちらの性に
も惹かれる両性愛の男女）、トランスジェンダー（身体の性と心の性が一致していない人）の総称である
LGBT 等。

【セクシュアル・ハラスメント】
相手の意思に反して行われる性的な嫌がらせのこと。

タ 
【男女共同参画社会基本法】
平成 11 年６月に施行された法律。男女共同参画社会の形成に関して、基本理念を定め、国や地方公共団
体、国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会形成の促進に関する施策の基本となる事項
を定めている。

【男女共同参画週間】
男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深
めるため、平成 12 年 12 月に政府の男女共同参画推進本部において決定されたキャンペーン期間。毎年
６月 23 日から 29 日までの１週間を期間として、男女共同参画社会の形成の促進を図るための様々な行
事等が全国で行われる。
　

【男女雇用機会均等法】
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」のこと。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。平成 29 年１月から施行した改正では「妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務」が新設された。

【デート DV】
交際中の恋人の間で起こる暴力のこと。殴る、蹴る等の身体的暴力のほか、相手を思い通りに支配しよ
うとする態度や行為も含む。

【DV 防止法】
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のこと。また、ドメスティック・バイオレン
ス（DV）とは、配偶者やパートナー等の親密な関係にある（あった）人からふるわれる暴力のこと。配偶
者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護を図ることを目的とする。「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる事実婚を含み、男
性、女性を問わない。離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含む。また、「暴力」は、身体に対する暴力・
これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をさす。
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ハ
【パートナーシップ制度】
カップル（性別は問わない）を「結婚に相当する関係である」と認め、証明すること。

【パワー・ハラスメント】
職場等で、地位や人間関係等での優位性を背景に、精神的・身体的な苦痛を受けること。

マ
【マタニティ・ハラスメント】
職場等で、妊娠・出産を理由に解雇されたり、精神的・身体的に嫌がらせを受けたりすること。

【メディア・リテラシー】
情報を流通させている媒体（メディア）を使いこなし、情報を主体的に読み解いて活用する能力のこと。
メディアの特性や利用方法について理解し、適切な手段で自分の考えを他者に伝達し、あるいはメディア
を流れる情報を取捨選択して活用するもの。

【モラル・ハラスメント】
暴力ではなく、言葉や態度で行われる嫌がらせのこと。精神的暴力。

ラ
【リプロダクティブ・ヘルス / ライツ（性と生殖に関する健康と権利）】
女性自身が生涯を通じて健康を自己管理するとともに、子どもを産むかどうか、産むとしたらいつ、何人
産むかといった、性と身体を含む自分の人生について自己決定する権利を持ち、妊娠・出産を含む性の問
題を女性の人権に関わる問題として捉える考え方のこと。

ワ
【ワーク・ライフ・バランス】
「仕事」と、子育てや親の介護、地域活動、自己啓発等の「仕事以外の生活」を、自ら希望する形で調和
させることができる状態のこと。
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