
 

 

 

 

 



（表紙） 

幸せの四葉のクローバー。みんなが幸せになる男女共同参

画社会実現の願いが込められています。 

 ４つの葉は４つの基本方針を表しています。 



 

 

  

はじめに 
 

社会経済情勢の急速な変化に対応するため、女性も男

性も性別にとらわれず、自らの意思と責任を持ってお互

いの人権を尊重し、個性と能力を発揮できる男女共同参

画社会の実現は、非常に重要な課題となっています。こ

のたび平塚市では、「ひらつか男女共同参画プラン

2007」を策定し、男女共同参画社会の形成を進める基本

方針と施策を明らかにしました。 

これまで本市では、平成 4 年（1992 年）に「湘南ひ

らつか女性プラン」、平成 10 年（1998 年）には「改訂

女性プラン湘南ひらつか男女共同参画プラン」を策定し、

男女共同参画に関する施策を進めてきました。今回策定

した計画は、平成 11 年（1999 年）に公布・施行された

男女共同参画社会基本法に沿うもので、社会全体の取り

組みとして総合的かつ計画的に進めるものです。 

この計画で盛り込んだ施策の 1 つに、「若い世代の男女平等意識づくりと教育の推

進」があげられます。男女共同参画社会の実現には、市民一人一人の男女平等意識が

不可欠です。幼児教育や学校教育は人格形成の基礎となり、男女平等意識づくりに大

きな影響を及ぼすと考え、将来を担う若い世代に対して男女平等教育を進めてまいり

ます。また、本市では、市内で働く市民の割合が高いことから、事業者との連携も重

要です。少子化対策にも有効であるという視点の下、男女の職業生活と地域・家庭生

活との両立支援と仕事と生活の調和について、積極的に取り組んでまいります。 

男女の人権が、等しく尊重される男女共同参画社会の実現には、市民、地域、事業

者、そして市が一丸となった取り組みが大切です。「協働によるまちづくり」を通し

て、この計画を着実に実行してまいりますので、あらゆる場面でのご支援、ご協力を

お願い申し上げます。 

おわりに、この計画の策定にあたり「湘南ひらつか男女共同参画推進協議会」委員

のみなさまを始め、貴重なご意見を多数お寄せくださいました市民、関係者各位に、

心から御礼申し上げます。 

 

 

 平成１９年（２００７年）２月 
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（１） 計画の背景 

平成11年（1999年）6月、国は男女共同参画社会基本法を公布・施行しま

した。この中で「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、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り組みを総合的かつ計画的に推進する」

と述べています。そして、平成12年（2000年）12月には、男女共同参画基

本計画が策定されました。この計画は中間年での見直しを経て、平成17年
（2005年）12月に第2次男女共同参画基本計画として閣議決定されています。 
神奈川県は、平成14年（2002年）3月に神奈川県男女共同参画推進条例を

公布・施行し、平成15年（2003年）には男女共同参画推進プランを策定し

ました。 
平塚市はこれまで、国連・国・県の男女共同参画に関する動きに足並み

をそろえ、平成4年（1992年）に「湘南ひらつか女性プラン」を、平成10年
（1998年）には「改訂女性プラン湘南ひらつか男女共同参画プラン」を策

定し、平塚市における女性の地位の向上、男女共同参画を目指して、男女

平等の意識啓発や男女の社会参画促進などに取り組んできました。そして、

法制度の充実・各種取り組みの推進と女性自身のたゆまぬ努力とが相まっ

て、女性の社会進出や雇用の場における活動、地域活動への参画は着実に

進んできました。 
しかし、政治や経済を始め、労働の場や地域社会などで指導的な地位に

つく女性はまだ少数にとどまっており、男女共同参画が実質的に進んだと

は言いがたい状況です。また、 近では、男性の長時間労働の問題や、そ

れに起因する中高年男性の自殺の急増、過労死、定年離婚などの男性の抱

える問題も注目されています。 
平成17年（2005年）6月に本市が実施した市民意識調査（以下「市民意識

調査」という）では、「夫（男）は外で働き、妻（女）は家庭を守るべき」

という考え方を肯定する意見が5割強ありました*。これは「社会的性別（ジ

ェンダー）」により形成された性別による固定的な役割分担意識で、個人

の生き方だけでなく、他人の生き方や個性・能力を発揮する機会をも制限

して、女性の社会的・経済的自立や、男性の生活的自立を妨げるなど、男

女共同参画社会の実現を阻む要因の1つになっています。 

 ＊平成 17 年（2005 年）6月に実施した市民意識調査の概要（39 ページ参照） 
満 16 歳以上の平塚市民を対象に実施した。 
標本数 3,000 人に対して、有効回収数は 1,292 票、有効回収率は 43.1%であった。 

１ 計画の基本的な考え方 
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少子高齢化は世界に類を見ない速さで進み、人口の減少や団塊の世代が

定年期を迎えるなど、社会情勢は著しく変化しています。人々のライフス

タイルも変化し、男女の多様な生き方への対応が求められるなど、従来の

価値観では解決が困難な問題が現れてきました。また、地方分権や市民と

の協働による自治体経営などの新しい価値観も生まれてきています。 
このような中、市民一人一人が性別にかかわりなくあらゆる分野に参画

することができる社会、また、女性に対する暴力や人権侵害のない社会を

実現するため、市民、地域、事業者、市が力を合わせてさまざまな角度か

ら取り組む計画として「ひらつか男女共同参画プラン2007」を策定しまし

た。 

  

（２） 計画の位置づけ 

この計画は、男女共同参画社会基本法第14条第3項に規定された、「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」です。 
また、この計画は、平塚市自治基本条例の趣旨を踏まえていると共に、平

塚市総合計画の個別計画です。 

 

（３） 計画の性格 

この計画は、湘南ひらつか男女共同参画推進協議会＊に意見を求め、協議

された結果を反映させています。また、市民意識調査、男女共同参画推進登

録団体からの意見募集、市民からの意見募集などにより集めた市民の意見を

尊重し、市民との協働で策定しました。 

＊45ページ参照 

（４） 計画の期間 

この計画の期間は、平成19年度（2007年度）から平成28年度（2016年度）

までの10年間とします。なお、計画の期間内であっても社会情勢の変化に応

じて、適宜見直します。 
また、主な取り組みについては、3年を目途に見直します。 

 

（５） 計画の基本理念 

女性も男性もすべての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分

かち合いつつ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男

女共同参画社会を実現することを基本理念とします。 
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①4つの基本方針に基づいて協働で取り組みます 

この計画は、男女共同参画社会を形成するため、4つの基本方針のもとに市

民、地域、事業者、市が力を合わせて取り組んでいきます。 

 
基本方針１ 男女共同参画社会に向けた意識改革 
基本方針２ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
基本方針３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶と人権の尊重 
基本方針４ 男女共同参画社会の実現に向けた市の積極的な取り組み 

 
②教育の重視、事業者との連携に取り組みます 

男女共同参画社会を実現するためには、市民一人一人の男女平等意識が欠

かせません。とりわけ、幼児教育や学校教育は人格形成の基礎となり、男女

平等意識づくりに大きな影響を及ぼすと考えられることから、将来を担う若

い世代に対して男女平等教育を重点的に進めます。 
また本市では、市民が市内で働く割合が近隣市より高いという特徴があり

ます。仕事と生活のバランスを良くすることで、市民が安心していきいきと

働くことができ、家庭や地域で多様な活動ができるよう、事業者との連携を

重点的に進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会的性別（ジェンダー）の視点】 

１ 人間には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）がある。一方、社会通念

や慣習の中には、社会によって作り上げられた、「男性像」、「女性像」があり、この

ような男性、女性の別を「社会的性別」（ジェンダー/gender）という。「社会的性別」

は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。

「社会的性別の視点」とは、「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担、

偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを

意識していこうとするものである。 

このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による

固定的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるもの

がある。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考え

られるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではない。社会

制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がある。 

 

２ 「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、

女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭

り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。例

えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男女

同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常識である。また、公共の施設にお

けるトイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き出さ

れるものではない。 

出典：内閣府からの事務連絡[平成 18 年（2006 年）1月 31 日]（抜粋）
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＜施策＞ 
＜基本方針＞ 

施策１ 性別による固定的な役割分担意識

の改革 

施策３ 政策・方針決定過程への女性登用

推進 

施策６ 地域団体との協働 

☆施策５ 男女共同参画社会の実現に向け

た事業所における取り組みの促進

施策４ 男女の職業生活と地域・家庭生活

との両立支援 

☆施策２ 若い世代の男女平等意識づくり

と教育の推進 

施策７ 女性の人権が尊重される環境づく

り 

施策 11 男女共同参画推進協議会の運営 

施策８ 女性に対するあらゆる暴力をなく

す社会・環境づくり 

施策９ 男女共同参画社会の実現に向けた

市役所における率先行動の推進 

施策 10 国・県・関係機関との連携 

基本方針１  

男女共同参画社会に向けた

意識改革 

基本方針２  

あらゆる分野における男女

共同参画の推進 

基本方針３  

女性に対するあらゆる暴力

の根絶と人権の尊重 

基本方針４  

男女共同参画社会の実現に向

けた市の積極的な取り組み 

目
標 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現 

２ 施策の体系と内容 

☆  は市が重点的に進める事項 
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＜主な取り組み＞ 

41 市民との協働による男女共同参画推進協議会の運営 

32 庁内男女共同参画推進会議の機能強化   
33 職員の採用・登用・教育訓練の目標・計画づくり 
34 職員の意識改革の推進      
35 事業実施計画と実績報告の作成 
36 （仮称）平塚市男女共同参画推進条例の研究 
37 計画の進行管理と見直し

38 男女共同参画施策に関する情報収集  
39 関係法令の研究 
40 国・県・市町村連絡会などへの参加

23 男女共同参画関係団体への支援 
24 男女共同参画関係団体間の交流などの推進 

15 育児・介護などを社会的に支える環境づくり 
16 女性のチャレンジと能力開化（エンパワーメント）への支援 
17 労働時間の短縮に関する情報提供 
18 多様な働き方の研究と情報提供 
19 男性の家庭生活・地域活動参画への支援  

20 事業所における女性の能力発揮のための積極的な取り組みの促進 
21 労働条件の改善や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などに関する情報提供   
22 事業者同士の情報交換の場づくり    

11 附属機関などの女性委員参画状況の把握と推進   
12 市民会議など公募時の割り当て（クオータ）制度の推進 

13 女性の人材育成と人材名簿の作成 

14 地域活動への女性登用の促進 

５ 発達段階に応じた男女平等教育の推進 
６ 幼・保・小・中・高・大学生などへの啓発  
７ 新成人への啓発 

８ 教職員の研修と学校管理者への情報提供 
９ 生涯教育を通しての男女共同参画の推進 
10 世界における女性の人権問題と平等・平和に対する理解の推進 

１ 意識改革のための啓発講座や講演会などの開催 
２ 意識改革に関する実態調査と研究・分析 
３ 意識改革に関する情報収集と情報提供の充実                    
４ 市民との協働による情報誌編集会議・啓発講座企画運営会議の運営 

25 女性の人権に関する啓発と情報提供 
26 生涯を通じた女性の健康支援                       
27 メディアにおける女性の人権尊重への取り組み 

28 相談体制の充実 
29 被害者支援と関係機関の連携強化 
30 女性に対する暴力防止のための啓発 
31 外国籍・障害者・高齢者女性に対する暴力の防止
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基本方針１ 男女共同参画社会に向けた意識改革 

男女共同参画社会とは、女性も男性も、社会の対等な構成員として互いにその人権を尊重し、

喜びも責任も分かち合いつつ、性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分発揮できる

豊かな社会のことです。このような社会を実現するためには、男女の平等意識が欠かせません。

男女平等についての価値観や意識は、学校や家庭、地域における生活や教育のあり方に大き

く影響されます。教育が果たす役割の重要性を十分認識して、取り組みを進めることが求めら

れます。 

男女共同参画社会を実現するのに大きな障害となっているのが、人々の意識の中に長い時間

かけて形作られてきた性別による固定的な役割分担意識です。このような意識は時代と共に変

わりつつあるものの、いまだに根強く残っています。男女が生まれながらにして適性や能力の

違いがあると考える人が少なくありません。こうした意識が、男女の生き方を狭めてきたこと

を改めて認識する必要があります。 

国の調査では「夫は仕事、妻は家庭」という従来からの性別による固定的な役割分担意識に

ついて、否定する人が肯定する人を上回っていますが（33 ページ、資料編 5-1 参照）、本市の

市民意識調査では、肯定する人が否定する人を上回っており（図 1）、男女共同参画社会に向け

た意識改革が必要です。 

図１ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と考える人の割合 

 

 

 

 

 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年) 
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※男女合計データは資料編に掲載（33 ページ 5-2 参照）
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施策 現状と課題 主な取り組み 

施策１ 

性別による固定的

な役割分担意識の

改革 

 

近年、女性の社会進出はめざましく、

雇用の場や地域社会で活躍する女性が

多く見られるようになりました。反対

に、男性が家庭生活の責任を担う「主夫」

を選択する例も見られるようになりま

した。女性も男性もそれぞれが社会の一

員としてその個性と能力によって自分

らしい生き方を決められることは大切

なことです。 

市民意識調査で現在の仕事と家庭生

活・地域活動の関係を聞いたところ、男

性は「仕事優先派」が 7 割強で、「両立

派」は1割強と低くなっています（図2）。

一方、家事時間を男女で比べてみると、

女性は「3 時間以上」かかわる割合が 4

割強と も多く、男性は「ほとんどかか

わらない」が も多く 3割強となってい

ます。(33 ページ、資料編 5-3 参照) 

このように、家庭生活や地域活動にお

ける男女共同参画が進まない原因とし

て、男性の長時間労働の問題や「男は仕

事、女は家庭」といった性別による固定

的な役割分担意識が働いていることな

どが考えられます。 

従来女性が担うことが多かった家事

や子育て・地域活動のような「無償労働

（アンペイドワーク）（注 1）」の価値を

認識し、人間が生きていく上では欠かせ

ない、重要なものとして男女が共に担う

必要があります。女性も男性も社会のあ

らゆる場面に男女共同参画できる基盤

づくりが求められます。 

１ 意識改革のための啓発講

座や講演会などの開催 
性別による固定的な役割分担意識を
変えていくための啓発講座や講演
会、イベントなどを開催し、男女共
同参画に対する理解と関心を高めて
いきます。 
 

２ 意識改革に関する実態調

査と研究・分析 
社会的性別（ジェンダー）や主に女
性が担っている無償労働（アンペイ
ドワーク）などに関する社会的評価
について、研究・分析し、男女共同
参画の施策に反映させます。 
 

３ 意識改革に関する情報収

集と情報提供の充実  
男女共同参画に関する各種資料や情
報の収集に努め、情報誌やホームペ
ージなどを通して情報を提供し、意
識を変えていきます。 
 

４ 市民との協働による情報

誌編集会議・啓発講座企画

運営会議の運営 
市民との協働により情報誌編集会
議、啓発講座企画運営会議を運営し、
市民に分かりやすい情報を伝え、市
民の要望に合った講座を開きます。

（注1） 無償労働（アンペイドワーク） 
賃金、報酬が支払われない労働、活動を意味します。具体的には家事、介護、看護、育児、買い物、地

域活動などを指します。 

図２ 現在の仕事と家庭生活・地域活動の関係（現実） 
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無回答

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年) 
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施策 現状と課題 主な取り組み 

施策２  

若い世代の男女平

等意識づくりと教

育の推進 

 

男女の人権が尊重された社会づくり

に向け、市民一人一人が男女平等意識を

持つことが重要です。そのためには、生

涯を通して様々な機会において教育・啓

発が求められます。 

特に、人格形成の基礎となる幼児教育

や学校教育は男女平等意識を醸成する

うえで大きな影響力があると考えられ

ます。このため、将来を担う若い世代に

対して男女平等教育を重点的に進めて

いく必要があります。 

そして、この意識づくりは、家庭教育

の影響が少なくありません。子どもが自

分らしく生きることができるよう、学校

教育と並行して、子育て期の保護者に対

する啓発に取り組む必要があります。 

また今日、政治や経済だけでなく市民

の職業や日常生活も国際化しており、国

際的視点を持った施策展開が求められ

ています。本市においても、国際社会の

一員として、世界の様々な国などと連帯

し、女性の人権問題の解決や平等・平和

に対する理解を深める必要があります。

 

５ 発達段階に応じた男女平

等教育の推進 
発達段階に応じた男女平等教育を
進め、豊かな人間性の実現に努めま
す。 

 

６ 幼・保・小・中・高・大学

生などへの啓発  
幼稚園児・保育園児・小学生・中学
生・高校生・大学生などに対し、男
女平等に関する理解を進めます。 

 

７ 新成人への啓発 
将来の社会を担う新成人に対して
男女共同参画に関する理解と認識
を深めるために情報を提供します。

 

８ 教職員の研修と学校管理

者への情報提供 
男女共同参画の視点に立った教育
を進めるため、教職員への研修や学
校管理者へ情報を提供します。 

 

９ 生涯教育を通しての男女

共同参画の推進 
男女共同参画の視点を取り入れた
講座や教室を教育委員会などと連
携して開催し、男女共同参画に関す
る理解と意識向上を進めます。特に
子育て期の保護者に対する男女平
等の教育・意識づくりを進めていき
ます。 

 

10 世界における女性の人権

問題と平等・平和に対する

理解の推進 
国際社会の一員として男女共同参
画社会の気運を醸成していくため、
特に青年層に向けて世界における
女性の人権問題や平等・平和に対す
る理解を進めていきます。 

 

基本方針１ 
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基本方針２ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 

施策 現状と課題 主な取り組み 
施策３  

政策・方針決定過程

への女性登用推進 

 

多様化した市民の要望にこたえるた

めには、政策・方針決定過程に、男性だ

けでなく女性も等しく参画しているこ

とが必要です。 

本市においても女性が多くの役割を

担っており、附属機関などの女性委員の

参画率は、総数では 30 パーセントを超

えています。（30 ページ、資料編 4-2 参

照）しかし、個々の附属機関ごとに見る

と、まだ目標を達成していません。（平

成 18 年 6 月現在） 

また、市民との協働を目指す公募委員

については、その男女比が 1対 1になる

ことを目指していますが、これもまだ達

成されていません。このほか、地域活動

においても、自治会長、ＰＴＡ会長など

への女性の参画率はきわめて低いまま

となっています。（32 ページ、資料編 4-5

参照） 

女性の人材育成を進めると共に、様々

な政策・方針決定過程への女性の登用が

求められます。 

 

11 附属機関などの女性委員

参画状況の把握と推進  
附属機関などの女性委員の参画率
などを把握し、女性委員がいない委
員会をなくし、女性委員の登用を進
めます。 
 

12 市民会議など公募時の割

り当て（クオータ）制度の

推進 
市民会議などの委員を公募する際
は、割り当て（クオータ）制度（注
2）を進めます。 

 

13 女性の人材育成と人材名

簿の作成 
講座、研修会などを通して女性の人
材育成を進め、女性の人材名簿を作
成します。 

 

14 地域活動への女性登用の

促進 
自治会・ＰＴＡ・社会福祉団体など
地域活動の組織についても、女性を
指導的立場に登用するよう、情報提
供などにより進めます。 
 

男女共同参画を進めるためには、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

会のあらゆる分野の活動に参画でき、また政策・方針決定過程へ対等に参画できることが重要

です。ものごとの決定に関して、これまでの習慣として男性中心で決定されることが多いと考

えられます。こうした格差を是正するために、また、施策の対象や施策の受け手の半数は女性

であることからも、女性の参画を拡大していくことが必要となります。 

国では 2020 年までに、あらゆる場面において指導的な地位に女性が占める割合が 30 パーセ

ントになるように期待し、各分野で取り組みを進めています。 

本市においても、あらゆる分野における男女共同参画を実現するために、政策・方針決定過

程への女性の登用を促進するほか、男女が共に職業生活と地域・家庭生活の両立ができるよう

環境を整えます。また、市民の生活に深い影響力をもつ事業者に対しても男女共同参画に関す

る情報提供などを通して働きかけていきます。 

（注 2）割り当て（クオータ）制度 
積極的是正措置のうちの１つの方法であり、格差を積極的に是正するため、政策決定機関などについて、

人数を割り当てる制度で、暫定的にとられるものです。 
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施策 現状と課題 主な取り組み 
施策４  

男女の職業生活と

地域・家庭生活との

両立支援 

 

市民意識調査では、女性が働き続ける

ことについて、「結婚や子育てにかかわ

らず」または「家事や子育てと両立する

なら」女性が働き続けることに肯定的な

意見が 9割強を占めました（図 3）。しか

し、家庭生活の責任を女性が負っている

割合も高く、「女性が自分自身で」担う

割合は家事で 7割弱、育児で 3割強とな

っています。(34 ページ、資料編 5-4 参

照)キャリアの中断を避けるために家庭

や子どもを持たないという選択をした

り、家庭や育児のために仕事をあきらめ

たりすることがあります。そうした環境

が、少子化の原因の 1つにもなっている

と考えられます。このことから、育児・

介護などを社会的に支え、女性が様々な

事柄にチャレンジできる環境が求めら

れます。 

一方、男性の仕事と家庭生活・地域活

動に関する意識は、国の調査（平成 16

年）では男性は「仕事優先」と考える割

合が 7割弱に上るのに対し、市民意識調

査では 5 割強と少なくなっており（図

4）、特に若い世代では仕事と家庭生活・

地域活動との両立を望む割合も高くな

っています。このことから、労働時間の

短縮に関する情報提供を始め、男性が家

庭生活・地域活動に参画できるよう支援

するなど、両立しやすい環境を整えるこ

とが必要です。さらに、市民や労働組合

に情報提供する必要があります。 

また、近年、パートタイム労働やアル

バイト、派遣労働、在宅ワークなど、働

き方が多様化しています。一人一人の価

値観や生き方などに応じた働き方の選

択肢が増える反面、女性は非正規労働率

が高く、正規労働者との間で賃金や福利

厚生の格差が指摘されています。多様な

働き方について幅広い視点から研究す

ることが必要です。 

15 育児・介護などを社会的に

支える環境づくり 
保育所、学童保育などの子育て支援
サービスや介護サービスを充実し、
育児・介護などを社会的に支える環
境づくりを進めます。 
 

16 女性のチャレンジと能力

開化（エンパワーメント）

（注 3）への支援 
女性が様々な技術や知識を習得し、
再就職や起業、経済的地位が向上す
るよう、女性のチャレンジを支援
（注 4）します。 

 

17 労働時間の短縮に関する

情報提供 
男女が職業生活と地域・家庭生活を
両立できるよう、労働時間の短縮に
関する情報を提供します。 

 

18 多様な働き方の研究と情

報提供  
正社員としての労働やパートタイ
ム労働やアルバイト、派遣労働、在
宅ワークなど、多様な働き方の長
所・短所などを研究し、情報を提供
します。 

 

19 男性の家庭生活・地域活動

参画への支援  
男性が家庭生活や地域活動などに
参画する必要性と正しい知識を普
及するために、学習機会を提供する
などして支援します。 

（注 3）能力開化（エンパワーメント） 
本来持っている能力を引き出し、力をつけることです。現在における女性の能力開化（エンパワーメン

ト）では、女性が自分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、さまざまなレベルの意思決定過程
に参画し、社会的・経済的・政治的な状況を変えていく力を持つことを意味します。男性の能力開化（エ
ンパワーメント）では、家事・育児・介護などの生活における自立する力を持つことを意味します。 
 

（注 4）女性のチャレンジ支援 
女性が生きがいをもって充実した暮らしができるよう、意欲と能力のある女性が社会で活躍する、女性

のチャレンジへの支援が求められています。国では、①政策・方針決定過程に参画し、活躍することを目
指す「上」へのチャレンジ、②起業家、研究者、技術者など従来女性が少なかった分野に新たな活躍の場
を広げる「横」へのチャレンジ、③子育て・介護などで一旦仕事を中断した女性の「再チャレンジ」を総
合的に支援していくことが重要とし、仕事と子育ての両立支援を充実していくことの意義も言及していま
す。 

基本方針 2 
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基本方針 2 

図４ 男性の仕事と家庭生活・地域活動の関係（理想） 

  

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府大臣官房政府広報室 男女共同参画社会に関する世論調査（平成 16 年）
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※平塚市の男女別データは資料編に掲載（34 ページ 5-6 参照） 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年) 
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関東学院大学教授 細谷
ほ そ や

 実
まこと

 

 
 作家の川端

かわばた

裕人
ひ ろ と

さん（１９６４年生まれ）が次のような男の発言について、自分は不愉快に

感じるがなぜだろう？と言っています。「別におれが仕事しなくたっていいんだ。おまえがした

けりゃ、おまえがしろよ。おれと同じだけ稼いでこられるなら、それでいいから。でも、実際

問題としてそれは無理だろ。だから、おれ、働くから、おまえ、家のことやっててよ。」皆さん

は、読んでどう感じましたか？ 

 確かに、一時代前までの男性正社員の終身雇用・年功賃金という条件下で、上のような発言

は経済合理性に基づくものでした。実際、その経済合理性を考慮して、出産等を機会に仕事を

辞めることを多くの妻たちが選択していました。ただし今や、男性正社員の終身雇用・年功賃

金という条件が崩れつつあるので、上のような発言をする男は、よほどの自信家か社会の動き

によほど疎い者かです。「では、古き良き昔の話ならば、そうした発言は問題ないのか？」と言

うと、「いやそれでも不愉快だ」というのが川端さんの感じ方です。 

 川端さんも言っていますが、この男の発言には経済合理性だけがあり妻の気持ちは考慮され

ていないのですね。また、妻の仕事を経済的価値からのみ見て軽んじている態度も見え見えで

す。もしも二人が幸せに生きようとするならば、経済的なことも大切ですし気持ちの問題・人

生観の問題も大切です。それらを二人で一緒に考えていくという気持ちと姿勢が先の男の発言

には感じ取れないというのが、その発言が不愉快に感じられる理由なのでしょう。川端さんの

ような感受性を持った男たちは、彼の世代辺りから必ずしも少数派ではなくなってきています。

 男女共同参画において大切なことの一つは、相手（男なら女の、女なら男の）の立場に身を

おいて想像してみること、論争や交渉というスタイルではなく相手と一緒に幸せになる対策を

考えていくというコミュニケーション・スタイルを作り出していくこと、既成の考え方や「当

たり前」をも疑いながら考え行動していくことです。それは、社会という場面でも、家庭とい

う場面でも、友人や恋人という場面でも大切なことです。 

 年長の世代にも、そうした考え方への転換はお奨めです。社会の新人たちは今後そうした発

想パターンを持つ男女であろうし、自分の個人生活を支えてきた条件も昔のままではなくなっ

てしまったからです。一家の大黒柱でもリストラされる可能性が高まったし、定年後は人間と

しての個人の魅力が、蓄えた財産と並ぶ重要な資産です。その時、冒頭の発言をした男のよう

な発想しかできない人は、どうなってしまうのでしょう？ 他人事ながら少し心配。 

 もちろん、年長の世代でも、相手を思いやり相手と共に考えていくというスタイルを持って

いる人は少なからずいます。そういう人は、二人で考えた結果として性別役割分業の家庭をこ

れまで作ってきたかもしれませんが、決して、冒頭の発言のような感じの悪い言い方はしなか

ったでしょう。またその人は、時代や個人的環境の変化について考慮して、二人で幸せになる

ための対策を何時でも二人で練り直すことができるでしょう。 

基本方針 2 
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施策 現状と課題 主な取り組み 
施策 5 

男女共同参画社会

の実現に向けた事

業所における取り

組みの促進 

事業者の中には多様性（ダイバーシテ

ィ）（注 5）や事業者の社会的責任（ＣＳ

Ｒ）（注 6）などの考え方を取り入れて、

男女が働きやすい環境づくりを進めて

いる例が見られます。 

また、仕事優先の職場環境を見直し、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）（注 7）をとり働く人の家庭生活

や地域活動を大事にすることは、事業所

のイメージを向上させ、働く人たちの労

働意欲を上げることにもつながります。

市民意識調査では、男女が共に家事、

子育て、介護、地域活動に自主的に参加

していくために制度面で必要なことと

して「事業所が労働時間の短縮や休暇制

度を普及させること」を高い割合で男女

共にあげています。（35 ページ、資料編

5-7 参照） 

事業所における取り組みを促進する

ために、事業者への情報提供や、事業者

同士が情報交換できる場が求められま

す。 

 

20 事業所における女性の能

力発揮のための積極的な

取り組みの促進 
事業所や経済団体に対して女性の
能力発揮のための積極的な取り組
みを進めるよう働きかけます。 
 

21 労働条件の改善や男女雇

用機会均等法、育児・介護

休業法などに関する情報

提供  
労働条件の改善や男女雇用機会均
等法、育児・介護休業法などに関す
る先進的な取り組みや休暇取得者
の状況についての情報を収集し、事
業所や経済団体に対して情報を提
供します。   
 

22 事業者同士の情報交換の

場づくり 
市内の事業者が互いに先進事例や
取り組みの紹介など情報交換でき
るような場をつくります。   
 

（注 5）多様性（ダイバーシティ） 
この計画においては、性別、国籍、年齢、宗教などの各自の個性を尊重し、能力発揮の機会を与えるこ

とは、個人だけでなく企業にとってもプラスになるという考え方として使っています。 
（注 6）事業者の社会的責任（ＣＳＲ：corporate social responsibility） 

事業者の経営活動に社会的公正や環境への配慮などを組み込み、責任ある行動をとることを言います。
（注 7）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

仕事と私生活とのバランスと言うことです。そのことにより、労働者には家庭や地域活動などに参加で
きる機会が与えられ、事業者にとっても生産性の向上、優秀な人材の確保などにつながるとされます。 

基本方針 2 
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施策 現状と課題 主な取り組み 
施策６  

地域団体との協働 

 

男女共同参画社会の実現には、地域

で活動する市民団体と市との協働が不

可欠です。 

地域における自主的な活動を育成・

支援すると共に、活動団体同士が互い

に連携しあって活動することが求めら

れています。 

さらに、活動団体の活躍の場を広げ、

一層連携できるよう、研究を進めるこ

とも必要です。 

 

23 男女共同参画関係団体への

支援 
団体登録制度や団体主催の男女共同
参画事業への支援を通して、地域にお
いて男女共同参画社会づくりに向け
活動している団体を支援します。 
 

24 男女共同参画関係団体間の

交流などの推進 
男女共同参画関係団体間の交流や情
報交換を進めるために、男女共同参画
推進登録団体連絡会を開催します。イ
ンターネットの活用を含めた交流の
場を設けます。あわせて男女共同参画
センター設置を研究します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 2 
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◆解 説◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わが国では、少子化の進展や仕事を持つ女性の増加などに対応して、これまで、育児・介護休

業法や次世代育成支援対策推進法の制定、ファミリー・フレンドリー企業の表彰など、仕事と家

庭を両立しやすい環境づくりを進めてきました。 

これまでの両立支援は、家庭と育児の両立の視点から働き方の見直しを促進させるもので、多

くは「働く女性」を対象にしたものでした。しかし、一方で子どもを持つ男性労働者や家庭・子

どもを持たない労働者に不平等感を生じさせるなど、限界がありました。 

そこで、「子育て」「家庭」にとどまらない働き方の見直し、つまりすべての労働者の仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という視点が必要となってきています。 

ヨーロッパ諸国では、国や地方自治体が中心となって仕事と生活の調和のための取り組みを進

めています。例えば、フィンランドでは一定条件のもとでフルタイムの従業員が、90～359 日の

休暇がとれることになっています。この休暇の使い方に制限はなく、育児や趣味、教育訓練など

に使うことができます。 

一方、アメリカでは、経営上利点があると考えた事業者が「生産性の向上」につながるとして、

始業・終業の時刻を労働者自身が決定できる制度（フレックス・タイム）などを導入するなど、

さまざまな休業制度、経済的支援などを積極的に実施しています。 

仕事と生活の調和という考え方は、女性だけでなく男性にとっても仕事と家庭や地域活動など

に参画できる機会を与えるものです。また、労働者が充実した生活を送ることで生産性が向上す

るなど、事業者にとっても利点のある考え方です。 

現在、わが国では、パートタイム・アルバイトなどの非正規労働者が増加する一方、正規労働

者中堅層の長時間労働が増える傾向にあるという研究結果もあります。また柔軟な働き方を選ぶ

ことや、労働時間を減らすことが雇用の安定や昇進上のダメージがあるという考え方も根強くあ

ると考えられます。今後、仕事と生活の調和という考え方が浸透するためには、事業者と労働者

双方の意識改革が求められています。 

 

参考資料：独立行政法人 労働政策研究・研修機構（2005 年 12 月）『ワーク・ライフ・バランスの取組みの国際

的動向』 

基本方針 2 
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基本方針３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶と人権の尊重 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力は基本的人権を侵害する行為で、どんなに親しい間柄においても、決して許されるもの

ではありません。国において、「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（ＤＶ

防止法）」が制定されるなど、女性に対する暴力の防止・人権尊重に向けた取り組みが進んでい

ます。 

しかし、近年、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（注 8）やセクシュアル・ハラスメン

ト（注 9）だけでなく、ストーカー（注 10）、未成年の女子が対象となる買春行為、メディアに

よる性差別表現も問題となっています。 

市民意識調査では「女性が働く風俗産業」「売春、買春」について、年齢の若い世代では「人

権が尊重されていない」と感じる割合が低い傾向が見られました。（36 ページ、資料編 5-8 参

照） 

この計画では、女性に対するあらゆる暴力をなくし、女性も男性もお互いを尊重しあい、い

きいきとした生活を送れる社会・環境づくりを進めます。 

 また、国連においては、性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）

（注 11）という女性の人権と性の視点から妊娠、出産、避妊、更年期など生涯を通しての健康

を保障し、女性自身が決定できる権利を認めようとする考え方に向けた行動計画があります。

本市においても、妊娠や出産などについて理解を深め、自分やパートナーの身体や健康を大

切にする環境づくりを進めます。 

（注 8）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 
配偶者や恋人など親密な関係にある男女間におきる暴力を指します。なぐる、けるなどの身体的暴力だ

けでなく、大声でどなる、ばかにするなどの精神的暴力などがあります。 
（注 9）セクシュアル・ハラスメント 

相手の意に反した性的な言動を行い、その対応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり、その
言動を繰り返したりすることによって就業環境などを著しく悪化させることを言います。 

（注 10）ストーカー 
特定の個人に異常なほど関心を持ち、その人の意思に反してまでも待ち伏せ、つきまとい、連絡などの

行為を繰り返す人のことを言います。 
（注 11）性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ） 

思春期から更年期に至るまでの女性の生涯を通して、女性の体と健康の自己決定権を確立する考え方で
す。性行動や出産について女性が自己決定していくという権利も含みます。 

図５ 女性の人権が尊重されていないと感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.1

56.0

30.2

48.9

51.0

24.1

29.7

3.3

0 10 20 30 40 50 60

職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的嫌
がらせ）

職場での差別待遇（採用、昇格、賃金など）

家庭内における夫から妻に対する暴力

固定的な性別役割分業（家事、育児、介護は女
性の仕事）を押しつけられること

「女のくせに」「女だから」「女に任せられない」等
の偏見のことば

女性が働く風俗産業

売春、買春（援助交際を含む）

その他

（％）

※男女別データは資料編に掲載（37 ページ 5-9 参照）

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年)
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施策 現状と課題 主な取り組み 
施策７  

女性の人権が尊重さ

れる環境づくり 

 

 

男女がお互いの人権を尊重し思いや

りをもって生きることは、男女共同参画

社会を実現する上で、基盤となるもので

す。 

しかしながら、市民意識調査では「女

性の人権が尊重されていないと思うこ

と」については、半数以上の人が「女の

くせに」などの偏見の言葉、4割強の人

が「職場におけるセクシュアル・ハラス

メント」をあげています（図 5）。女性

の人権が尊重されるよう、さらなる啓発

が求められます。 

女性は妊娠や出産などの機会がある

だけでなく、女性特有の疾病など生涯を

通して男性とは異なる健康上の課題に

直面します。こうしたことから、生涯を

通した女性の健康支援が必要です。 

市民意識調査では、メディアにおける

性の表現方法で不快感を覚えるものと

して、5割強の人が違法屋外広告物をあ

げています。テレビ番組（コマーシャル

を含む：3割強）や電子メール・インタ

ーネット（3割強）など、身近なメディ

アにおいても、不快感を覚える人が多い

ことがわかります（図 6）。メディアに

おける性差別表現を市民一人一人が判

断できる視点を持つことが求められま

す。 

25 女性の人権に関する啓発

と情報提供 
女性の人権に関する啓発・情報提供
を進めます。 

 

26 生涯を通じた女性の健康

支援 
性と生殖に関する健康と権利の視
点から、生涯を通した女性の健康を
支援します。 
 

27 メディアにおける女性の

人権尊重への取り組み 
テレビ・雑誌・インターネットなど
のメディアにおける性差別表現に
ついて、一人一人が情報を主体的に
判断する能力を身につけられるよ
う、男女平等や人権尊重について学
習できる機会を設けます。 

 

 

図６ メディアにおける性の表現方法で不快感を覚えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年)

34.6

32.6
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45.0

55.0

18.5

16.4

43.3

11.1

30.0

1.5

10.6

0 10 20 30 40 50 60

テレビ番組（コマーシャルを含む）

電子メールやインターネット

子ども向け雑誌

大人向け雑誌

違法屋外広告物（立て看板・シールなど）

電車の車内吊り広告など

ポスター

アダルトビデオ

日刊新聞の記事

スポーツ新聞の記事

その他

特に不快感を覚えたことはない

（％）

※男女別データは資料編に掲載（37 ページ 5-10 参照） 

基本方針 3 
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施策 現状と課題 主な取り組み 
施策８ 

女性に対するあら

ゆる暴力をなくす

社会・環境づくり 

 

配偶者や恋人などからの暴力は一部

の人の問題ではありません。「女性のた

めの相談窓口」の相談のうち、2 割弱が

暴力（ＤＶ）に関する相談です(平成 17

年度)。また、市民意識調査では、親し

い間柄の異性間で大声でどなられたこ

とがある女性が３割強となっており、男

性の方が比較的加害者としての経験が

多い傾向が見られます（表１）。こうし

たことから、相談体制の充実と関係機関

との連携が一層求められます。 

市民意識調査では、精神的な暴力につ

いて認知されている割合が低いという

結果となり（38 ページ、資料編 5-11 参

照）、国の調査（平成 14 年）とほぼ同様

の傾向が見られました。そのため、女性

に対する暴力防止について理解を深め

る必要があります。 

外国人からの相談は全体の1パーセン

ト、60 歳代以上の女性からの相談は全体

の 2割を占めています（平成 17 年度）。

外国籍・障害者・高齢者女性は、周囲か

ら孤立しやすいと考えられ、暴力の被害

が一層潜在化しやすいと言えます。その

ような女性への暴力の防止に向け取り

組むことが必要です。 

28 相談体制の充実 
被害を受けている女性のための相
談体制を充実させます。 
 

29 被害者支援と関係機関の

連携強化 
被害者を支援します。警察・病院・
民間支援機関などとの連携を強化
します。 
 

30 女性に対する暴力防止の

ための啓発 
被害を未然に防ぐために、女性に対
する暴力防止のための理解を深め
ていきます。 
 

31 外国籍・障害者・高齢者女

性に対する暴力の防止 
外国籍・障害者・高齢者女性に対す
る暴力の防止を進めていきます。 

表１ 親しい間柄の異性間で暴力行為を「した」または「された」経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年)

(%)
した された 経験はない無回答

男性 16.1 6.0 69.4 8.5
女性 4.2 17.8 69.9 8.1
男性 8.2 5.4 77.2 9.2
女性 2.6 14.0 75.3 8.1
男性 0.9 2.7 86.8 9.6
女性 1.0 6.0 84.7 8.4
男性 16.3 4.9 68.7 10.1
女性 2.3 17.9 71.2 8.5
男性 0.2 0.7 89.1 10.0
女性 0.5 2.3 88.8 8.4
男性 3.8 0.2 86.8 9.2
女性 0.0 12.5 79.3 8.2
男性 2.4 0.2 88.4 9.1
女性 0.1 4.5 86.6 8.8
男性 12.0 6.9 71.9 9.2
女性 6.3 11.9 73.0 8.8
男性 1.3 3.3 85.7 9.8
女性 1.2 9.2 80.5 9.0
男性 8.9 2.9 78.8 9.4
女性 1.1 15.6 75.9 7.4
男性 35.3 6.0 49.5 9.2
女性 6.2 31.5 55.2 7.1
男性 1.1 0.4 88.4 10.1
女性 0.5 6.7 83.8 8.9
男性 0.4 0.2 8.7 90.8
女性 0.1 1.9 6.7 91.2

相手の交友関係や電話を必要以
上に監視する
「誰のおかげで生活できるんだ」
とか「かいしょうなし」とか言う

大声でどなる

家に生活費を入れない

その他

平手でうつ

足でける

身体を傷つける可能性のあるも
のでなぐる

なぐるふりをして脅す

刃物などを突きつけて脅す

相手が嫌がっているのに性的な
行為を強要する
相手が嫌がっているのにポルノビ
デオやポルノ雑誌を見せる

何を言っても長期間無視し続ける

基本方針 3 
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基本方針４ 男女共同参画社会の実現に向けた市の積極的な取り組み 

施策 現状と課題 主な取り組み 
施策９  

男女共同参画社会

の実現に向けた市

役所における率先

行動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所内においても、あらゆる分野で

男女共同参画を進めることが重要です。

市役所内の男女共同参画を進める庁内

男女共同参画推進会議を発展させて、機

能を強化させる必要があります。 

国は目標を定め女性国家公務員の採

用・登用を進めています。本市において

は、職員の女性比率は 3割強、女性管理

職率は 1割強です。これらの比率を高め

ていくため、国と足並みをそろえ、男女

共同参画を進める必要があります。（31

ページ、資料編 4-3 参照） 

そのためには、現状の格差を是正する

ために、積極的是正措置（ポジティブア

クション）（注 12）を実施すると共に、

女性職員の意識改革やチャレンジ支援

など、女性の登用率を上げるための仕組

みが必要です。 

市の実施するすべての施策や事業な

どが男女共同参画の視点に立って進め

られるよう、職員の意識を改革する必要

があります。 

また、本市における男女共同参画を進

める条例の研究が必要です。 

計画を着実に実行するため、計画の進

捗状況を把握するために、事業実施計画

や実績報告、男女別統計を作成します。

また、社会情勢の変化にも適切に対応し

ていくことが求められます。 

 

32 庁内男女共同参画推進会

議の機能強化  
男女共同参画を全庁的に進めるた
め庁内男女共同参画推進会議の機
能を強化します。 
  

33 職員の採用・登用・教育訓

練の目標・計画づくり 
政策・方針決定過程への職員参画に
ついて男女のバランスをとるため、
本市における採用・配置・登用・教
育訓練の目標・計画を作成します。
 

34 職員の意識改革の推進  
すべての施策が男女共同参画の視
点に立ち、取り組みを進めるよう、
職員の意識改革を進めます。 
     
 

35 事業実施計画と実績報告

の作成 
事業とその結果を事業実施計画・実
績報告として作成します。また、男
女別統計を作成し、実績報告に盛り
込み、取り組みの成果を明らかにし
ていきます。 
 

36 （仮称）平塚市男女共同参

画推進条例の研究 
（仮称）平塚市男女共同参画推進条
例について研究を進めます。 
 

37 計画の進行管理と見直し 
本計画については、実績報告で進行
を管理すると共に、社会情勢の変化
に応じて計画自体を見直します。 

男女共同参画社会を実現するためには、市民、地域、事業者と広く連携し、共に問題に取り

組まなければなりません。そのためには、まず市が積極的に取り組み、その成果を市内のあら

ゆる場に広げていくことが重要です。 

市民意識調査では、女性の進出を進めるためには、「企業」や「国・県・市」が女性職員の採

用・登用・教育訓練の目標や計画が必要である、とする意見が多く見られました（38 ページ、

資料編 5-12 参照）。そのため、男女共同参画のモデルとなるよう本市における率先行動を進め

ていきます。また、国・県・近隣市町村と連携していきます。 

さらに、市民との協働により男女共同参画推進協議会を運営し、市の男女共同参画施策につ

いて意見を聞くことで、男女共同参画施策に反映させます。 

（注 12）積極的是正措置（ポジティブアクション） 
差別を解消するため、不利な立場に置かれてきた集団に対し、一定の範囲で特別な機会や条件を提供す

る是正措置のことです。 
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施策 現状と課題 主な取り組み 
施策 10  

国・県・関係機関と

の連携 

 

 

 

 

 

政治、経済、文化など社会のあらゆる

分野で国際化が進み、市民の生活も同様

に広がりを持っています。そのような

中、男女共同参画社会の実現は、本市だ

けで実現できるものではなく、国や県、

近隣市町村と協力・連携して進める必要

があります。 

そのため、国際情勢、国・県などの動

向把握や研究が求められます。 

38 男女共同参画施策に関す

る情報収集  
男女共同参画施策に関する情報収集
を進めます。 
 

39 関係法令の研究 
関係法令の研究を進めます。 
 

40 国・県・市町村連絡会など

への参加 
国・県・市町村連絡会などへ参加し、
積極的な情報収集に努めます。 

 

施策 現状と課題 主な取り組み 
施策 11 

男女共同参画推進

協議会の運営 

 

 

 

 

 

市民生活のあらゆる場面における男

女共同参画の推進は、市民との協働なく

して実現できるものではありません。男

女共同参画社会の実現のため、市民など

と協力・連携していくことが求められま

す。 

 

41 市民との協働による男女

共同参画推進協議会の運

営 
学識経験者、団体からの推薦、公募
の市民からなる男女共同参画推進協
議会において、男女共同参画施策の
あり方について意見を聞き、男女共
同参画施策に反映させます。 
 
 

基本方針 4 
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（１） 推進体制の整備 

この計画に示した取り組みを全庁的に進めるために、所管課である男女

共同参画推進室と庁内の核となる組織である庁内男女共同参画推進会議の

活動を充実します。 
また、市は、学識経験者・団体からの推薦・公募市民からなる男女共同

参画推進協議会、男女共同参画推進登録団体、市内事業者との情報交換の

場を通して、関係機関と連携体制を構築して計画を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図７ 推進体制 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の推進 

男女共同参画推進協議会

国・県・関係機関との連携 

庁内男女共同参画推進会議 

男女共同参画 

推進室 
関係各課 

行 政
市民 

事業者地域 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現 
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（２） 計画の着実な推進 

本市の男女共同参画に関する取り組み・事業を具体的かつ明らかにする

ため、事業実施計画と実績報告をまとめ、庁内男女共同参画推進会議にお

いて、全庁的に計画を進めます。また、この計画と事業実施計画の進捗状

況を実績報告で管理し、着実に進めます。 
また、男女共同参画推進協議会において、男女共同参画施策のあり方に

ついて意見を聞き、男女共同参画施策に反映させます。 
なお、この計画は平塚市総合計画の個別計画です。 

 

 

 

 

 

 

図８ 推進のための計画体系 

 

（３） 市の率先行動 

男女共同参画社会を実現するために、市民、地域、事業者、市それぞれ

が、その役割に応じて共に取り組むことが大切です。そのため、まず市が

率先して取り組み、その成果や経験を市内のあらゆる場に広げていきます。 
 

平塚市総合計画 

ひらつか男女共同参画プラン２００７
＜基本方針＞ 

＜施策＞ 
＜主な取り組み＞ 

事業実施計画・実績報告 
※主な取り組み 35 で説明
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（1）男女共同参画を取り巻く現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

１－２ 本市の男女別年齢別人口 

本市人口の男女比はほぼ 1：1です。70 歳以上では、女性の人口が多くなっています。 

１ 人口 

１－１ 本市の将来人口推計 

246,344
256,063254,435250,164

238,110

252,833 256,585 252,512

238,246

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

275,000

昭和64年 平成６年 平成11年 平成16年 平成21年 平成26年 平成31年 平成36年 平成41年

（

人
）

推計上のピーク人口

〔平成 23年〕256,737 人

出典：平塚市将来人口推計 

本市の人口は、戦後一貫して増加してきましたが、ここ数年はほぼ横ばいで推移していま
す。 

「平塚市将来人口推計」によれば、この計画の中間年（5 年目）にあたる平成 23 年（2011
年）の約 25 万 7000 人（住民基本台帳人口をベースにした推計値）をピークに、以降、減少
傾向に転じると推計されています。 

住民基本台帳人口 

【実績値】 

住民基本台帳人口 
をベースにした 
【推計値】 

0

本市男女別年齢別人口(平成17年)

5,957

6,120

6,231

6,916

9,644

9,877

10,937

10,103

8,479

7,983

9,462

10,277

9,278

7,185

5,117

3,586

1,846

1,353

5,665

5,809

5,816

6,394

7,720

8,618

9,863

8,870

7,858

7,450

9,202

10,296

9,395

7,102

5,806

4,562

3,221

3,247

05,00010,00015,000

　0～4

　5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85以上

年齢

（人）

男 女

男性　　　130,351人 女性　　　126,894人

老年人口

生産年齢人口

年少人口

老年人口

生産年齢人口

年少人口

5,000 10,000 15,000

資料：平塚市住民基本台帳(平成 17 年１月１日)
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１－３ 本市の合計特殊出生率の推移  

1 人の女性が生涯に産むと推計される子どもの数である合計特殊出生率は、年によって増減
はありますが、本市においては、平成 9年から全国平均を下回っています。 

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

本市の合計特殊出生率の推移

1.34

1.22
1.24

1.19

1.29

1.20

1.27
1.28

1.27

1.33

1.43

1.39

1.48
1.46

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

平成5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

（人）

全国平均 神奈川県 平塚市

                                    出典：神奈川県衛生統計年報
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

２ 教育 

２－１ 教育における男女の意識の違い 

市民意識調査によると、教育の場面における男女の意識の違いに関しては、調査したすべ

ての項目で「そうしない方がよい」と「どちらかといえばそうしない方がよい」を合わせた

割合が過半数を超えています。 

項目別に見ると、 も多かったのは「進学指導で女子なのだから文系に（男子なのだから

理系に）進むように言う」が 88.9％でした。次いで、「同じことをして、女子だけ（男子だけ）

を注意する」が 87.9％となっています。 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成 17 年) 

 

3.2

0.5

0.5

15.2

1.2

9.8

3.5

3.2

22.7

2.3

21.8

13.5

13.5

18.7

13.6

58.7

75.4

74.8

34.4

74.3

6.6

7.1

7.9

9.1

8.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生徒会や学級委員の選出の際、会長・委員長は男子、副
会長や書記は女性と役割分担がある

進学指導で女子なのだから文系に（男子なのだから理系
に）進むように言う

進学指導で女子なのだから４年制大学に（男子なのだから
大学院に）進むように言う

共学で、クラスの出席簿が男女で別々になっている

同じことをして、女子だけ（男子だけ）を注意する

そうした方がよい
どちらかといえばそうした方がよい
どちらかといえばそうしない方がよい
そうしない方がよい
無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 
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３－２ 女性の年齢階級別労働力率の推移 

本市の男女別の労働力率*をみると、男性が 20 代後半から 50 代後半まで一貫して 80％以上
の逆Ｕ字型を描いているのに対し、女性は 20 代前半をピークに 30 代で一旦約 50％に減少し、
40 代で増加に転じる、いわゆるＭ字型曲線を描いています。 

これは、出産・育児を機に仕事を辞める、または中断する人が多いことを示しています。 
全国と本市とを比較すると、本市の労働力率が全般的に低い傾向にあります。 

３－１ 自市内就業者の割合(3 ページ関連) 

市内で働く 15 歳以上の就業者割合は 61.9％で、近隣市の中では比較的高くなっています。

３ 労働 

出典：国勢調査（平成7年、平成12年）

女性の年齢階級別労働力率の推移

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

（％）

平成12年（全国） ７年（平塚市） 12年（平塚市） (参考）12年平塚市男性

*労働力率…15 歳以上人口に占める労働力人口の割合 

出典：国勢調査(平成12年）

自市内就業者割合

63.3
61.9

54.6
51.2

44.9

39.7

0

10

20

30

40

50

60

70

厚木市 平塚市 秦野市 藤沢市 伊勢原市 茅ヶ崎市

（％）

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 
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３－３ 女性の年齢階級別労働力率の国際比較 

欧米諸国の女性と日本の女性とを比較すると、アメリカ、ドイツ、スウェーデンでは、年
齢階級別労働力率にＭ字のくぼみが見られません。これに対し、日本はＭ字型曲線が見られ
ます。 

欧米諸国において逆Ｕ字型曲線を示している要因としては、仕事と子育ての両立支援策の
充実など女性が働きやすい環境条件があることや、一般的にフルタイム労働とパートタイム
労働の転換が可能であること、女性の高学歴化の進展などが考えられます。 

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

※スウェーデンのみ軍隊及び微集兵を含む。

　アメリカ、スウェーデンの15～19歳は、16～19歳

　日本男性のデータのみ2000年データを使用

　その他は2002年データを使用

女性の年齢階級別労働力率の国際比較

0

20

40

60

80

100

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

（％）

日本 スウェーデン ドイツ アメリカ （参考）日本男性

資料：ＩＬＯ ”yearbook of Labour Statistics 2002"

　　　　国勢調査国勢調査（平成 12 年） 
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３－４ 人間開発指数（ＨＤＩ）、ジェンダー・エンパワーメント指数（ＧＥＭ） 

人間開発指数（ＨＤＩ）とは、「長寿を全うできる健康的な生活」「教育」「人間らしい生活
水準」という人間開発の 3 つの側面を簡略化した指数です。また、ジェンダー・エンパワー
メント指数（ＧＥＭ）とは、女性が政治、経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどう
かを測る指数です。 

日本は、人間開発指数（ＨＤＩ）では 11 位と実績をあげていますが、ジェンダー・エンパ
ワーメント指数（ＧＥＭ）では女性の国会議員などの少なさなどから、先進国としては 下
位となっています。 

順位 国名 ＨＤＩ値 順位 国名 ＧＥＭ値
1 ノルウェー 0.963 1 ノルウェー 0.928

2 アイスランド 0.956 2 デンマーク 0.88

3 オーストラリア 0.955 3 スウェーデン 0.857

4 ルクセンブルク 0.949 4 アイスランド 0.834

5 カナダ 0.949 5 フィンランド 0.833

6 スウェーデン 0.949 6 ベルギー 0.828

7 スイス 0.947 7 オーストラリア 0.826

8 アイルランド 0.945 8 オランダ 0.814

9 ベルギー 0.945 9 ドイツ 0.813

10 米国 0.944 10 カナダ 0.807

11 日本 0.943 11 スイス 0.795

12 オランダ 0.943 12 米国 0.793

13 フィンランド 0.941 13 オーストリア 0.779

14 デンマーク 0.941 14 ニュージーランド 0.769

15 英国 0.939 15 スペイン 0.745

16 フランス 0.938 16 アイルランド 0.724

17 オーストリア 0.936 17 バハマ 0.719

18 イタリア 0.934 18 英国 0.716

19 ニュージーランド 0.933 19 コスタリカ 0.668

20 ドイツ 0.930 20 アルゼンチン 0.665

21 スペイン 0.928 21 ポルトガル 0.656

22 香港（中国） 0.916 22 シンガポール 0.654

23 イスラエル 0.915 23 トリニダード・トバコ 0.65

24 ギリシャ 0.912 24 イスラエル 0.622

25 シンガポール 0.907 25 バルバドス 0.615

26 スロベニア 0.904 26 リトアニア 0.614

27 ポルトガル 0.904 27 ポーランド 0.612

28 韓国 0.901 28 ラトビア 0.606

29 キプロス 0.891 29 ブルガリア 0.604

30 バルバドス 0.878 30 スロベニア 0.603

31 チェコ共和国 0.874 31 ナミビア 0.603

32 マルタ 0.867 32 クロアチア 0.599

33 ブルネイ 0.860 33 スロバキア 0.597

34 アルゼンチン 0.863 34 チェコ共和国 0.595

35 ハンガリー 0.862 35 エストニア 0.595

36 ポーランド 0.858 36 ギリシャ 0.594

37 チリ 0.854 37 イタリア 0.589

38 エストニア 0.853 38 メキシコ 0.583

39 リトアニア 0.852 39 キプロス 0.571

40 カタール 0.849 40 パナマ 0.563

41 アラブ首長国連邦 0.849 41 マケドニア 0.555

42 スロバニア 0.849 42 タンザニア 0.538

43 バーレン 0.846 43 日本 0.534

44 クウェート 0.844 44 ハンガリー 0.528

45 クロアチア 0.841 45 ドミニカ共和国 0.527

ＨＤI（人間開発指数）、ＧＥＭ（ジェンダー・エンパワーメント指数）

※ＨＤIは177か国中、ＧＥＭは80か国中の順位。 

資料：国連開発計画（ＵＮＤＰ）「人間開発報告書」（2005 年） 

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状
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３－６ 雇用形態別にみた役員を除く雇用者の構成割合の推移（農林業を除く）（10 ページ関連）

雇用形態別にみた雇用者（役員を除く）を男女別に見ると、男女共に正規職員・従業員の
割合に比べ、パート・アルバイトなどの非正規労働者の割合が増えており、特に女性におい
てその割合が急速に進んでいます。 

92.8

91.4

91.1

91.2

89.7

87.5

83.8

82.4

4.6

5.0

5.2

6.6

8.9

8.3

8.6

8.0

9.0

3.2

3.6

3.7

3.6

3.8

4.0

4.0

0 20 40 60 80 100

昭和60年

平成元年

平成4年

平成7年

平成10年

平成13年

平成16年

平成17年

（％）男性

68.1

64.1

61.9

61.0

57.3

52.3

48.4

47.6

28.4

32.5

34.5

35.3

38.9

42.7

40.4

40.6

11.2

11.8

5.0

3.8

3.7

3.7

3.4

3.5

020406080100

昭和60年

平成元年

平成4年

平成7年

平成10年

平成13年

平成16年

平成17年

（％） 女性

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

その他（労働者派遣事業者の派遣社員、契約社員・嘱託、その他）

雇用形態別にみた役員を除く雇用者（非農林業）の構成割合の推移 

出典：内閣府 「平成 18 年版男女共同参画白書」 

３－５ 年齢別所定内給与の男女間格差 

男女の所定内給与*を比較すると、男性の給与を 100 とした場合、女性は総計で 64.2 とな
っており、すべての年齢で男女間の所定内給与に格差があります。 

年齢別所定内給与の男女間格差
（男性＝100とした場合）

84.4
86.2

88.4

83.2

75.7

68.5

61.1

57.3

54.3
55.6

67.1

75.7

64.2

50

60

70

80

90

100

～17歳 18～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上 総計

出典：厚生労働省　平成17年賃金構造統計調査*所定内給与・・決まって支給する給与のうち、超過労働 

給与などの所定外のものを除いたもの 

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状
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４ 政策・方針決定過程への女性の参画（各年度、基準日は 4月 1日、ただし 4－2 は 6 月 1 日）

４－１ 本市議会における女性議員比率の推移 

本市における女性議員の占める割合は、一時期 20％台となりましたが、ここ 7年間は約 10％
から 15％となっています。 

４－２ 本市附属機関などの女性の割合（9ページ関連） 

本市附属機関などの女性の割合は、増加傾向にあります。平成 9年度に女性の参画促進（指
針）を定めています。 

本市附属機関などの女性割合

18.2

25.1

31.6

33.733.5
32.2

25.6

23.323.3
22.3

18.1

10

20

30

40

平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

（％）

平塚市男女共同参画推進室調べ

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

本市議会における女性議員数の推移

14.3

16.716.7 16.7

20.6 20.6 20.6 20.6

11.8

11.8
12.1

12.1

14.7 14.7 14.7

10

15

20

25

平成

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

（％）

平塚市男女共同参画推進室調べ
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４－４ 本市行政委員会における女性委員数と女性委員の割合 

本市行政委員における女性委員割合は、教育委員会の 40.0％、公平委員会、固定資産評価
審査委員会の 33.3％が 3割を超えているほかは 0％となっています。 

４－３ 本市女性職員の割合と女性管理職の割合（19 ページ関連） 

平塚市役所職員の女性割合は 35％前後で変化がありません。管理職の女性割合は増加して
いますが、低水準で推移しています。 

本市職員の女性割合と管理職女性割合

35.2 35.0 34.4 34.2
35.835.134.734.734.734.234.0

4.8 5.5 6.0 6.0
7.2

8.4 9.8 9.3 10.3 10.9

11.7

0

10

20

30

40

平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

（％）

職員女性割合 管理職女性割合

平塚市男女共同参画推進室調べ
※技能労務職、医療職、幼稚園教育職、消防職を除く 

資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

※カッコ内は全数を示す。 

 平成 18 年度割合は、委員会における女性委員数の割合を示す。
平塚市男女共同参画推進室調べ 

本市行政委員会における女性委員数（人）

委員会名/年度
平成

10年度
１1年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 １７年度 18年度

18年度
割合

教育委員会（5） 1 1 1 1 1 2 2 2 2 40.0%

選挙管理委員会（4） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

公平委員会（3） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33.3%

監査委員（4） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

農業委員会（31） 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.0%

固定資産評価審査委員会（3） 0 0 0 0 0 1 1 1 1 33.3%

計（50） 3 3 3 3 3 4 4 4 4 8.0%

本市行政委員会における女性委員数と女性割合（平成 18 年度） 
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

４－５ 本市自治会、小・中学校における女性ＰＴＡ会長の人数と割合（9ページ関連） 

女性の参画が多いとされる自治会において、会長の女性割合は 3.0％（平成 18 年度）にと
どまっています。 

同様に、小・中学校のＰＴＡ会長においても、女性の割合は増減しているものの、3.6％（平
成 18 年度、小学校）、0％（平成 18 年度、中学校）となっています。 

本市自治会における女性自治会長の人数と割合

4 4 4

6

3

8 8

9 9

8

7 7

1.3%

3.0%3.0%3.4%
3.9%3.9%

3.5%3.5%2.6%

1.8%1.8%1.8%

0

2

4

6

8

10

平成7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

（人）

0%

3%

6%

9%

12%

15%

自治会長（人） 自治会長（％）

　　　平塚市男女共同参画推進室調べ

15

12

9

6

3

0

(%) 

本市小・中学校における女性ＰＴＡ会長の人数と割合

1 111

33

1

2

13.3%

3.6% 3.6%3.6%

10.7%
10.7%

0.0%0.0%

6.7%6.7%

0

1

2

3

4

平成14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

（人）

0%

5%

10%

15%

20%

小学校ＰＴＡ会長（人） 中学校ＰＴＡ会長（人） 小学校ＰＴＡ会長（％） 中学校ＰＴＡ会長（％）

　　　平塚市男女共同参画推進室調べ

20

15

10

5

0

(%) 
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

５－１ 国の「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について（6ページ関連） 

５ 本文中に出てくるデータ 

５－２ 本市の「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について（6ページ関連）

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

10.6 42.9 18.4 25.9 2.21

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そう思わない
無回答

男女合計 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 

32.2

5.6 7.5

25.4

35.1 45.8

29.7 2.4 10.3

6.0

男性

女性

ほとんど関わらない 30分未満

30分以上３時間未満 ３時間以上
無回答

５－３ 1 日のうちで家事に関わる時間（男女別）（7ページ関連） 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について（男女合計）

57.8

45.2

48.947.0

60.1

34.0

37.8

47.0

20

30

40

50

60

70

平成4年 9年 14年 16年

（％）

賛成 反対

　　　　　　出典：内閣府　「平成17年版男女共同参画白書」
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

５－５ 女性が仕事を続けることについての意識（男女別）（11 ページ関連） 

33.0

30.3

27.4

11.83.2

2.5

28.5

12.1 16.7

20.4 2.1

2.2

0.4

0.5

2.7

1.9

2.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

結婚や子育てに関わらず、働くことを選択するのは女性の自由である
夫のリストラなどのリスクを考えると、女性もずっと働き続けるのがよい
家事や子育てと職業とが両立するなら、結婚や出産に関わらずずっと働き続けてもよい
子どもがある程度大きくなったら職業につくのがよい
子育ては女性の大切な仕事であるから、子どもがある程度大きくなったら職業につくのがよい
女性は家庭生活の責任があるので、結婚したら仕事はやめたほうがよい
女性は職業を持たないほうがよい
その他
無回答

　 0         10       　20         30         40         50         60         70         80         90        100(%)

 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

５－４ 家庭における役割分担の比率（10 ページ関連） 

 (%)
自分自身 配偶者 夫婦で その他の人 該当しない 無回答

男性 7.2 49.1 20.7 12.1 - 10.9
女性 67.5 2.6 11.6 11.1 - 7.1
男性 0.2 27.9 19.6 2.4 35.3 14.7
女性 33.8 1.6 15.1 3.0 31.5 14.9
男性 13.6 27.4 23.0 9.2 15.4 11.4
女性 37.8 7.4 16.7 9.0 15.6 13.4
男性 2.0 12.1 10.0 1.3 58.9 15.8
女性 11.6 1.4 6.3 3.4 59.0 18.2

介護

家事

育児・子育て

地域活動

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

５－６ 男性の仕事と家庭生活・地域活動の関係（理想・男女別）（11 ページ関連） 

10.5

7.5 43.7

25.7

19.3

2.548.9

2.7

1.1

0.5

6.2

8.7

20.0

2.5男性

女性

家庭生活又は地域活動よりも、仕事に専念する

家庭生活又は地域活動にも携わるが、あくまで仕事を優先させる

家庭生活又は地域活動と仕事を同じように両立させる

仕事にも携わるが、家庭生活又は地域活動を優先させる

仕事よりも、家庭生活又は地域活動に専念する

わからない

無回答
出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

５－７ 男女が家庭や地域活動に自主的に参加するために必要なこと（男女別）（13 ページ関連）
 

50.4

21.6

45.3

40.4

47.8

28.8

25.9

19.7

18.5

18.8

54.5

30.3

4.0

62.6

29.3

56.0

55.5

47.4

26.8

34.0

23.0

24.7

29.5

65.8

44.0

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感を
なくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくす
こと

女性が仕事や地域活動に参加しやすくなるよう、保育や介護
サービスを充実すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動につい
ても、評価を高めること

企業が労働時間短縮や休暇制度を普及させることで、従業員
の仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

自宅でも仕事ができるように、在宅勤務（ＳＯＨＯ、テレワークな
ど）が普及すること

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を高めるよう啓発
や情報提供をすること

国や地方自治体などの研修等により、男性の家事や子育て、
介護等の技能を高めること

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、仲間（ネット
ワーク）づくりを進めること

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、相談しや
すい窓口を設けること

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者
の考え方を尊重すること

その他 男性

女性

(%)

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

５－８ 女性の人権が尊重されていないと感じること（年齢別） （16 ページ関連） 

56.1

51.2

41.5

53.7

78.0

12.2

24.4

54.0

52.0

30.7

52.7

57.3

18.0

24.7

2.7

44.0

59.7

30.9

55.0

57.6

16.2

24.1

4.2

45.9

46.4

26.5

55.2

47.5

23.2

26.0

2.8

40.4

57.8

27.0

48.1

48.9

19.6

26.7

4.1

34.7

64.2

26.0

46.8

45.3

26.8

30.9

3.0

44.5

52.2

40.7

37.4

48.4

41.8

46.2

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

職場での差別待遇（採用、昇格、賃金など）

家庭内における夫から妻に対する暴力

固定的な性別役割分業（家事、育児、介護は女性の仕事）を押しつけ
られること

「女のくせに」「女だから」「女に任せられない」等の偏見のことば

女性が働く風俗産業

売春、買春（援助交際を含む）

その他

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

(%)

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

５－９ 女性の人権が尊重されていないと感じること（男女別）（16 ページ関連） 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

38.8

50.0

30.1

39.5

42.9

21.0

25.7

4.5

46.7

60.8

30.4

56.3

57.4

26.2

32.6

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70

職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

職場での差別待遇（採用、昇格、賃金など）

家庭内における夫から妻に対する暴力

固定的な性別役割分業（家事、育児、介護は女性の仕事）を
押しつけられること

「女のくせに」「女だから」「女に任せられない」等の偏見のこと
ば

女性が働く風俗産業

売春、買春（援助交際を含む）

その他

男性

女性

(%)

５－１０ メディアにおける性の表現方法で不快感を覚えるもの（男女別）（17 ページ関連）

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）

28.3

27.5

28.1

35.0

49.8

16.5

10.5

33.3
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資料編（1）男女共同参画を取り巻く現状 

５－１１ 暴力と思う行為と思わない行為（18 ページ関連） 

５－１２ 女性があまり進出していない分野へ女性の進出を進める方法（男女別） 

（19 ページ関連） 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 17 年）
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（２）市民意識調査概要 

 １ 調査の目的 

男女共同参画社会の実現のために、今後の施策を進めていく上で基本となる「湘南ひらつ

か男女共同参画プラン」の改訂に向けて、平塚市民が日常生活の中で感じている意識と現状

を把握し、男女共同参画プラン改訂の基礎資料を得ることを目的とします。 

 

２ 調査方法 

（１）調査対象 満 16 歳以上の平塚市民 

（２）標 本 数 3,000 人  

（３）調査区域 平塚市全域 

（４）抽出方法 住民基本台帳から等間隔に無作為抽出  

（５）調査方法 郵送方式（料金受取人払いの返信用封筒を添えて郵送） 

（６）調査期日 平成 17 年（2005 年）5月 20 日 

 

３ 調査票の配付及び回収結果 

（１）調査票配付数 3,000 

（２）有効回収数  1,292  

（３）有効回収率  43.1% 

 

４ 引用した調査 

本調査の分析にあたり、以下の調査を引用します。 

○内閣府（総理府）調査：男女共同参画社会に関する世論調査[平成 16 年(2004 年)11 月調

査] 

    配偶者等からの暴力に関する有識者アンケート調査[平成14年(2002年)2月調査] 

男女共同参画社会に関する世論調査[平成 9年(1997 年)9 月調査] 

○神奈川県調査：平成 11 年度県民ニーズ調査 「生涯職業能力開発」及び「人権・男女共

同参画社会」についての意識調査[平成 11 年(1999 年)7 月調査] 

○前回調査：平塚市住民実態調査[平成 9年(1997 年)7 月調査] 

  

５ 調査結果の概要 

 

回答者の男女比と年代  

・回答者の男女比は、女性が 56.5%、男性が 42.7%であり、女性からの回答が男性からの回答

をやや上回っています。 

・年齢は「50 歳代」と「60 歳代」がそれぞれ約 2割を占め、50 歳以上が 55.5%と半数を超え

ています。 

 

男女平等意識 

・「夫は仕事、妻は家庭」という男女の役割分担意識について、「肯定派」が「否定派」をや

や上回っています。 

・少子化の原因として、男女で も差があったのは「固定的な性別役割分業により、女性の

負担が多い」となっています。 
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家庭地域生活 

・家事、育児・子育て、地域活動、介護について、女性が担っている割合・時間が男性より

も多く、女性の負担が大きくなっています。生活を支える仕事（アンペイドワーク）につ

いて啓発ができていません。男性に仕事中心の考え方が根強くあります。 

・男女共同参画社会形成のためには、「保育・介護サービスの充実」が も望まれています。 

 

職業 

・女性が仕事を続けることについて、前回調査（平成 9 年度）よりも肯定的な割合が高くな

りました。しかし、｢家事や子育てと職業とが両立するなら｣などと条件をつけている人が

61.5％となっています。 

・3割以上の人が、「女性は補助的な仕事や雑用が多い」「同一労働でも女性は賃金が少ない」

「女性は昇進が遅い」と考えています。 

・仕事と家庭・地域活動の関係について、「男性は仕事優先」「女性は両立」という考え方が

も多く見られます。 

・男女とも「事業所による時短や休暇制度の普及」が必要と感じています。 

・女性が進出するには、「事業所」や「国・県・市」が女性の採用・登用・教育訓練の目標や

計画を立てることが必要である、とする意見が多くあります。 

 

両立支援 

・仕事と子育ての両立が難しい、ハード・ソフト両面の子育て支援策が不十分という意見が

上位を占めています。  

 

人権 

・女性の人権が尊重されていないと感じることとして、半数以上の人が「職場での差別待遇」

「偏見の言葉」をあげています。 

・年代別にみると、「女性が働く風俗産業」「売春、買春」について、年齢の若い世代では「人

権が尊重されていない」と感じる割合が低い傾向にあります。 

・約 5 人に 1 人が、「大声でどなったり」「どなられたりした」経験を持っています。男性の

方が女性の人権に対して認識が低く、加害経験が多く見られます。精神的・経済的暴力を

暴力と感じない人が 2割から 3割います。 

・メディアにおける性の表現方法で不快感を覚える人が多く、感じ方に男女差があります。 

 

女性の健康支援 

・性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）の考え方を約 3割の人

が支持しています。 

資料編（2）市民意識調査概要
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（3）用語解説（50 音順） 

 

Ｍ字型曲線 

女性労働者の年齢階層別の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）をグラフに

表すと、30 歳代前半を谷とするＭ字を描くことから、女性の働き方のパターンをＭ字型曲線と

言います。 

この現象は、結婚・出産・育児の期間は仕事を辞めて家事・育児に専念し、子育てが終了し

た時点で再就職するという女性のライフスタイルの現れであり、女性にのみ家事・育児を負担

させるという性別役割の考え方が根強く残っているためと考えられます。 

しかし、近年はＭ字の谷部分が徐々に上昇してきています。 

 

家族経営協定 

日本の農業は、家族単位で営む家族経営が多くを占めています。家族経営の良い面もたくさ

んありますが、経営と生活の境目が明確でなく、各世帯員の役割や労働時間、報酬などの就業

条件があいまいになりやすい問題も生まれがちです。 

「家族経営協定」は、経営主だけではなく、配偶者や後継者にとっても農業経営を自分のも

のと考え、魅力的なものにするため、労働を担っている世帯員相互間のルールを文書にして取

り決めたものです。 

 

事業者の社会的責任（ＣＳＲ：corporate social responsibility） 

事業者の経営活動に社会的公正や環境への配慮などを組み込み、責任ある行動をとることを

言います。 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

仕事と私生活とのバランスと言うことです。そのことにより、労働者には家庭や地域活動な

どに参加できる機会が与えられ、事業者にとっても生産性の向上、優秀な人材の確保などにつ

ながるとされます。 

 

社会的性別（ジェンダー）と生物学的性別（セックス） 

人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）があります。一方、社会通念や慣習

の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性の

別を「社会的性別」（ジェンダー／gender）と言います。「社会的性別」は、それ自体に良い、

悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 

 

女性のチャレンジ支援 

女性が生きがいをもって充実した暮らしができるよう、意欲と能力のある女性が社会で活躍

する女性のチャレンジへの支援が求められています。国では、①政策・方針決定過程に参画し、

活躍することを目指す「上」へのチャレンジ、②起業家、研究者、技術者など従来女性が少な

かった分野に新たな活躍の場を広げる「横」へのチャレンジ、③子育て・介護などで一旦仕事
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を中断した女性の「再チャレンジ」を総合的に支援していくことが重要とし、仕事と子育ての

両立支援を充実していくことの意義にも言及しています。 

 

ストーカー 

特定の個人に異常なほど関心を持ち、その人の意思に反してまで待ち伏せ、つきまとい、連

絡などの行為を繰り返す人のことを言います。 

 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ） 

思春期から更年期に至るまでの女性の生涯を通して、女性の体と健康の自己決定権を確立す

る考え方です。性行動や出産について女性が自己決定していくという権利も含みます。 

 

性の商品化 

性の商品化には 2 つの側面があり、1 つは、身体を用いて性的サービスが商品として売買さ

れる場合で、典型的なものは売春・買春です。 

もう 1 つは性の表象が商品化される場合で、典型的なものとしてポルノグラフィー、アダル

トビデオがあります。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

相手の意に反した性的な言動を行い、その対応によって仕事をする上で一定の不利益を与え

たり、その言動を繰り返したりすることによって就業環境などを著しく悪化させることを言い

ます。 

 

積極的是正措置（ポジティブアクション） 

差別を解消するため、不利な立場に置かれてきた集団に対し、一定の範囲で特別な機会や条

件を提供する是正措置のことです。 

 

多様性（ダイバーシティ） 

この計画においては、性別、国籍、年齢、宗教などの各自の個性を尊重し、能力発揮の機会

を与えることは、個人だけでなく企業にとってもプラスになるという考え方として使っていま

す。 

 

ダブルスタンダード（二重基準） 

同じことをしてもその行為者が何者であるかによって評価の基準が異なることや、その評価

の基準のことを言います。例えば、女性は家事労働ができて当たり前とされる一方、男性はで

きなくても当たり前で、手伝うだけでも評価されることなどが当てはまります。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

配偶者や恋人など親密な関係にある男女間におきる暴力を指します。なぐる、けるなどの身

体的暴力だけでなく、大声でどなる、ばかにするなどの精神的暴力などがあります。 

 

資料編（3）用語解説 
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人間開発指数（ＨＤＩ）、ジェンダー・エンパワーメント指数（ＧＥＭ） 

ＨＤＩとは「人間開発指数」のことで、「長寿を全うできる健康的な生活」「教育」「人間らし

い生活水準」という人間開発の 3つの側面を簡略化した指数です。 

 具体的には、平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、調整済み 1人当たり国民所得を用

いて算出します。 

ＧＥＭとは「ジェンダー・エンパワーメント指数」のことで、女性が政治、経済活動に参加

し、意思決定に参加できるかどうかを測るものです。 

具体的には、国会議員に占める女性の割合、専門職・技術職に占める女性割合、管理職に占

める女性割合、男女の推定所得を用いて算出しています。 

ＨＤＩが人間開発の達成度に焦点を当てているのに対して、ＧＥＭは、能力を活用する機会

に焦点を当てています。ＨＤＩは指数が高いほど人々の生活の質が高く、発展が進んでいると

言えます。ＧＥＭは指数が高いほど、女性が政治、経済活動に参加し、意思決定に参加してい

ると言えます。 

 

能力開化（エンパワーメント） 

本来持っている能力を引き出し、力をつけることです。現在における女性の能力開化（エン

パワーメント）では、女性が自分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、さまざまな

レベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政治的な状況を変えていく力を持つことを

意味します。男性の能力開化（エンパワーメント）では、家事・育児・介護などの生活におけ

る自立する力を持つことを意味します。 

 

無償労働（アンペイドワーク） 

賃金、報酬が支払われない労働、活動を意味します。具体的には家事、介護、看護、育児、

買い物、地域活動などを指します。 

 

メディアリテラシー（メディアを読み解く力） 

情報メディアを批判的に読み解いて、必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活用する

能力のことです。 

 

割り当て（クオータ）制度 

積極的是正措置のうちの 1 つの方法であり、格差を積極的に是正するため、政策決定機関な

どについて、人数を割り当てる制度で、暫定的にとられるものです。 

 

資料編（3）用語解説 
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（4）策定経過 

 １ 湘南ひらつか男女共同参画推進協議会 

◆第１回 会議[平成 17 年（2005 年）7月 22 日] 

 内 容：市民意識調査の結果の報告と意見交換 

◆第２回 会議[平成 17 年（2005 年）9月 29 日] 

 内 容：平塚市の男女共同参画に関する課題の抽出 

◆第３回 会議[平成 17 年（2005 年）12 月 1 日] 

 内 容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン体系（案）の検討 

◆第４回 会議[平成 18 年（2006 年）2月 16 日] 

 内 容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン（素案 0206）の検討 

◆第５回 会議[平成 18 年（2006 年）5月 25 日] 

内 容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン（素案）の検討 

◆第６回 会議[平成 18 年（2006 年）9月 14 日] 

内 容：ひらつか男女共同参画プラン 2007（原案）の検討 

◆第７回 会議[平成 18 年（2006 年）11 月 9 日] 

内 容：ひらつか男女共同参画プラン 2007（ 終案）の検討 

 

２ 平塚市男女共同参画推進登録団体からの意見募集 

   実施期間 平成 17 年（2005 年）12 月 13 日～平成 17 年（2005 年）12 月 27 日 

 内  容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン体系（案）の意見募集 

 結  果：平塚市男女共同参画推進登録団体 26 団体のうち 8団体が回答（回答率 30.8％） 

 

３ 市民からの意見募集 

   実施期間 平成 18 年（2006 年）6月 1日～平成 18 年（2006 年）6月 21 日 

 内  容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン（素案）の意見募集 

 結  果：21 件・56 項目の意見の提出があった 

 

４ 庁内男女共同参画推進会議 

 ◆第１回 会議[平成 17 年（2005 年）7月 28 日] 

内 容：湘南ひらつか男女共同参画プランの改訂について 

   ◆第２回 会議[平成 18 年（2006 年）2月 10 日] 

    内 容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン体系（案）について 

   ◆第３回 会議[平成 18 年（2006 年）5月 29 日] 

    内 容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン（素案）概要、各課の取り組み案・関連事

業について 

   ◆第４回 会議[平成 18 年（2006 年）9月 27 日] 

    内 容：（仮称）ひらつか男女共同参画プラン（原案）について 
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（5）湘南ひらつか男女共同参画推進協議会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第 1 条 湘南ひらつか男女共同参画プランの推進に当たり、必要な助言を得るため、湘南ひらつ

か男女共同参画推進協議会（以下「協議会」という。）の組織運営に関する事項を定める。 

 （協議事項） 

第 2条 協議会は、次の掲げる事項について協議を行う。 

 （1）湘南ひらつか男女共同参画プランの推進に関すること。 

 （2）その他協議会の目的を達成するために必要な事項。 

 （組織） 

第 3条 協議会は、委員 20 名以内をもって組織する。 

 （委員） 

第 4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（1） 学識経験者 

（2） 団体組織から推薦された市民 

（3） 公募による市民 

2  前項第 2号の団体組織は、別に定める推進協議会委員選出基準に定める。 

3  第 1項第 3号の公募は、附属機関等の設置及び委員の選出に関する基準（平成 11 年 4 月 1日

施行）によるもののほか、別に定める推進協議会委員公募要領により実施する。 

 （任期） 

第 5条 委員の任期は、原則 2年とする。 

2  委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、残任期間

が 1年無い場合は、選任しないことができる。 

3  前項の規定にかかわらず、公募委員が欠員となったときの補欠公募委員がいないときは、残

任期間が 1年以上あっても選任しない。 

4  委員の再任は、2期までとする。 

 （会長及び副会長） 

第 6条 協議会に会長 1人及び副会長 2人を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、協議会を総括し、主宰する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 協議会は、会長がこれを召集し、主宰する。 

2  協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

3  協議会の会議は、公開することができる。この場合、事前に協議会において了解を得なくて

はならない。 

4  前項の規定により、会議を公開する場合の手続き等については、別に定める。 

5  必要により、会議結果概要を庶務が記録する。 

（意見の聴取等） 

第 8 条 会長は、会議の運営上必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させて意見を聴取
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し、又は関係資料等の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第 9条 協議会の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。 

 （その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 

 

   附 則 

1  この要綱は、平成 10 年 4 月 1日から施行する。 

2  湘南ひらつか女性プラン推進協議会設置要綱（平成 4年 2月 26 日施行）は、廃止する。  

 

   附 則 

  この要綱は、平成 11 年 4 月 1日から施行する。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成 13 年 4 月 1日から施行する。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成 16 年 4 月 1日から施行する。 

資料編（5）湘南ひらつか男女共同参画推進協議会設置要綱 
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（6）湘南ひらつか男女共同参画推進協議会委員名簿（敬称略・50 音順） 

[平成 18 年（2006 年）9月 8日現在] 

 

委員名 所属など 備考 

飯田 弘 公募  

池田 美名子 公募  

石井 康仁 青年活動団体  

伊藤 洋子 学識経験  

岩田 裕之 労働団体  

片野 之万 経済団体 会長 

金子 雪江 公募  

北原 知賀子 公募  

柴田 弥寿子 奉仕団体  

竹林 晋 公募  

中野 幸枝 女性団体 副会長 

細谷 実 学識経験 副会長 

松田 和子 平和活動団体  

森  規悦 公募  

横溝 洋子 地域活動団体  

鷲尾 博子 福祉関係団体  

   

   

前委員 

[平成 17 年度（2005 年度）～平成 18 年度（2006 年度）] 

小宮かをる（故人） 平和活動団体  

嶋津隆子 青年活動団体  

鈴木タカ子（故人） 地域活動団体 （副会長） 
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（7）男女共同参画のあゆみ 
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資料編（7）男女共同参画のあゆみ
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資料編（7）男女共同参画のあゆみ 
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資料編（7）男女共同参画のあゆみ 

参考資料：「かながわ男女共同参画推進プラン」 
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（8）法、条例、宣言関係 

   

１ 男女共同参画社会基本法 

 

 

男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法

律第七十八号）改正平成十一年 七月十六日法律第 百

二号同十一年十二月二十二日同第百六十号 

 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） 

 附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。  

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上 

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。  

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を二十一世紀の我が国社会を決定する 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
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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

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

資料編（8）法、条例、宣言関係 
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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

資料編（8）法、条例、宣言関係 
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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（平成十一年六月二三日法律第七八号） 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。 
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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。（施行の日＝平成十三年一月六

日） 

一 略 

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 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その

他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）

の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定

めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に

満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会 

 

（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。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。 

男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議 

平成１１年６月１１日 衆議院内閣委員会政府は、

本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。 

一家庭生活における活動と他の活動の両立については、

ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨に沿い、両立のため

の環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の

養育、家族の介護について は、社会も共に責任を

担うという認識に立って、その社会的支援の充実

強化を図ること。 

一女性に対する暴力の絶が女性の人権の確立にとって

欠くことができないものであることにかんがみ、

あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて

積極的に取り組むこと。  

一男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定

に当たっては、性別よるあらゆる差別をなくすよ

う、現行の諸制度についても検討を加えるととも

に、施策の実施に必要な 法政上又は財政上の措置

を適切に講ずること。  

一男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

に当たっては、その施策の推進体制における調査

及び監視機能が十に発揮されるよう、民間からの

人材の登用を含め、 その体制の整備の強化を図る

こと。  

一各事業者が、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責務を有することを自覚して、

男女共同参画会の形成の促進に関する施策の推進

を図るよう、適切な 指導を行うこと。 

一男女共同参画社会の形成は、男女の人権の尊重が

欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害

者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度

の確立に努めること。 
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２ 日本国憲法（抄） 

 

公布 昭和 21 年 11 月 3 日 

施行 昭和 22 年 5月 3日 

 

前文  

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者

を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸

国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自

由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び

戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を

確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託による

ものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は

国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ

を享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法

は、かかる原理に基くものである。われらは、これに

反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係

を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平

和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの

安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和

を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に

除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある

地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、

ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存す

る権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念

して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳

の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふこと

は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと

する各国の責務であると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの

崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

 

第二章 戦争の放棄 

 

（戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認） 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平

和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に

よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手

段としては、永久にこれを放棄する。 

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力

は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認

めない。 

 

第三章 国民の権利及び義務 

 

（基本的人権の享有） 

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げ

られない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、

侵すことのできない永久の権利として、現在及び将

来の国民に与へられる。 

  

（自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止） 

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

国民の不断の努力によつて、これを保持しなければ

ならない。又、国民は、これを濫用してはならない

のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用す

る責任を負ふ。 

  

（個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉） 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について

は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政

の上で、 大の尊重を必要とする。 

  

（法の下の平等、貴族の禁止、栄典） 

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人

種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治

的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権

も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又

は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を

有する。 

  

（請願権） 

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、

命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に
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関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる

請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 

  

（奴隷的拘束及び苦役からの自由） 

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反

する苦役に服させられない。 

  

（思想及び良心の自由） 

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはな

らない。 

  

（信教の自由） 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障

する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又

は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参

加することを強制されない。 

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教

的活動もしてはならない。 

  

（集会・結社・表現の自由、通信の秘密） 

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の

表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、

これを侵してはならない。 

  

（居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍

離脱の自由） 

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居

住、移転及び職業選択の自由を有する。 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由

を侵されない。 

  

（学問の自由） 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 

  

（家族生活における個人の尊厳と両性の平等） 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、

夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互

の協力により、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚

並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関し

ては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に

立脚して、制定されなければならない。 

  

（生存権、国の社会的使命） 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な 低限度

の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社

会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない。 

  

（教育を受ける権利、教育の義務） 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところによ

り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利

を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その

保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、これを無償とする。 

  

（勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の

禁止） 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務

を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する

基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

  

（勤労者の団結権） 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その

他の団体行動をする権利は、これを保障する。 

  

（財産権） 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、

法律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のた

めに用ひることができる。 
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第十章 最高法規 

 

（基本的人権の本質） 

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人

権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果で

あつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、

現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永

久の権利として信託されたものである。 

  

（最高法規、条約及び国際法規の遵守） 

第九十八条 この憲法は、国の 高法規であつて、そ

の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する

その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しな

い。 

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、

これを誠実に遵守することを必要とする。 

  

（憲法尊重擁護の義務） 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、

裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護す

る義務を負ふ。 
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３ 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（ＤＶ防止法） 

 

公布：平成 13 年 4月 13 日 

施行：平成 13 年 10 月 13 日  

改正：平成 16 年 6月 2日 

施行：平成 16 年 12 月 2 日 

 

前文 

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 基本方針及び基本計画 

 

（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四項に

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（以下この条及び次条第一項において「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

条第一項の基本計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 
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（基本計画） 

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「基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 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 都道府県は、基本計画を定め、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。 

４ 主務大臣は、都道府県に対し、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（特別区を含む。以下同じ。）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

すようにすることができる。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的

又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の

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
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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。 

 

（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。）によりそ
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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、被害者がその

成年に達しない子（以下この項及び第十二条第一

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、前

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（被

害者及び当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）、就学す

る学校その他の場所において当該子の身辺につき

まとい、又は当該子の住居、就学する学校その他

その通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。ただし、当該子

が十五歳以上であるときは、その同意がある場合

に限る。 

 

（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

力が行われた地 

 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条の規定による命令（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を受けた状況 

二 配偶者からの更な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 第十条第二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 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、配偶者からの身体に対する暴力（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を含む。）に関して前三号に掲

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
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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。）に同項第四

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、同項第一号から第三号までに掲

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四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

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
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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

二号及び第四号に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」と、同項第四号中「前三号に掲げ

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「同項第一号から第三号までに掲げる事

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、 高裁判所規則

で定める。 

 

第五章 雑則 
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（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 

 

第六章 罰則 

 

第二十九条 保護命令に違反した者は、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。）の規定により

記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書に

より保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過

料に処する。 

 

附 則〔抄〕 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第
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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 この法律の検討については、この法律の施行

後三年を目標として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 

 

附 則〔平成十六年法律第 ６４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 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。 
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４ 神奈川県男女共同参画推進条例 

平成 14 年 4月 1日施行 

 

（目的） 

第一条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、県、

事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、男

女共同参画の推進に関する施策の実施について必要

な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形

成の促進に寄与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、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画  

男女が、互いにその人権を尊重し、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利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) セクシュアル・ハラスメント  

相手が望まない性的な言動により相手方の生活環

境を害すること又は性的な言動に対する相手方の

対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

 

（男女共同参画を推進するための理念） 

第三条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられ性別によるいかなる権利侵害も受

けないこと、あらゆる場において男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての

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。 

２ 男女共同参画の推進は、男女が社会のあらゆる分

野における意思の形成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。 

３ 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、家庭生活におけ

る活動と当該活動以外の活動との両立を図ること

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。 

４ 男女共同参画の推進に当たっては、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。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に規定する理念（以下「条例の理

念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関

する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策について、

市町村、事業者及び県民と協力して実施するよう

努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、条例の理念にのっとり、その事業

活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進を図

るものとする。 

２ 事業者は、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努めなければならない。 

 

（県民の責務） 

第六条 県民は、条例の理念にのっとり、あらゆる分

野において男女が共に責任を担い、及び互いに協力

するとともに、男女共同参画の推進を阻害する行為

を行わないよう努めなければならない。 

２ 県民は、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努めなければならない。 

 

（性別による権利侵害行為の禁止） 

第七条 何人も、職場、家庭、学校、地域その他の社

会のあらゆる場において、異性に対する暴力的行為

（身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。）そ

の他の性別による権利侵害行為を行ってはならない。 

 

（セクシュアル・ハラスメントの禁止等） 

第八条 何人も、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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２ 事業者は、事業活動を行うに当たり、その使用す

る者が当該事業の執行に際し、第三者に対しセク

シュアル・ハラスメントを行わないよう必要な配

慮に努めなければならない。 

 

（情報を読み解く能力の向上） 

第九条 県は、県民が、男女共同参画の推進を阻害す

るおそれがある表現に関し、提供される情報を主体

的に解釈し、及び評価するための能力の向上を図ろ

うとする取組に必要な施策を講じるものとする。 

 

（男女共同参画の推進に関する届出等） 

第十条 常時使用する従業員の数が規則で定める数の

規模の事業所を県内に有する事業者は、毎年、当該

事業所における男女共同参画の推進に関し、次に掲

げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、

規則で定める事業所については、この限りでない。 

(1) 事業者の名称及び代表者並びに所在地 

(2) 事業所の名称及び所在地並びに主たる業種 

(3) 常時使用する従業員の数及びその男女別の数 

(4) 職務区分別の常時使用する従業員の数及びその男

女別の数 

(5) 専ら事業所全般又は事業所に設けられた組織の経

営及び管理の業務に従事する者の数並びにその男

女別の数 

(6) 従業員の資質及び能力の向上を図るための教育訓

練の実施状況 

(7) 業務の遂行と家庭生活における活動との両立を支

援するための措置の状況 

(8) セクシュアル・ハラスメントを防止するための措

置の状況 

(9) その他規則で定める事項 

２ 知事は、前項の規定による届出をしていない事業

者に対し、届出を行うべきことを勧告することが

できる。 

 

（報告の徴収） 

第十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度にお

いて、前条第１項の規定により届出があった事業者

から必要な報告を求めることができる。 

 

（指導及び勧告） 

第十二条  知事は、第 10 条第１項の規定により事業

者から届出があった事業所のうち、相当の理由がな

いにもかかわらず、男女共同参画の推進の状況が著

しく不良であると認められ、かつ、相当の期間を経

過しても改善が認められないものがあるときは、当

該事業所を有する事業者に対し、改善に関する指導

又は勧告をすることができる。 

 

（情報の提供） 

第十三条 県は、男女共同参画の推進に関する施策及

び男女共同参画の推進の状況についての情報を県民

及び事業者に積極的に提供するものとする。 

 

（施策又は事業についての提案等の申出） 

第十四条 県内に住所を有する者、県内に事業所を有

する事業者その他規則で定める者で、県が実施する

男女共同参画の推進に関する施策又は事業について

の提案、意見、要望、苦情等のあるものは、知事に

その旨を申し出ることができる。 

２ 知事は、前項の規定により申出があった提案、意

見、要望、苦情等の処理を行うに当たり特に必要

があると認めるときは、神奈川県男女共同参画審

議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くもの

とする。 

 

（審議会への諮問） 

第十五条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11

年法律第 78 号）第 14 条第１項の規定による男女共

同参画計画を策定し、又は改定しようとするときそ

の他男女共同参画の推進に関する重要事項に関し決

定を行おうとするときは、審議会の意見を聴くもの

とする。 

 

（委任） 

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 
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   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 14 年 4月 1日から施行する。た

だし、第 10 条から第 12 条までの規定は、同年 10

月 1日から施行する。 

 

（附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和 28 年神奈川県

条例第 5号）の一部を次のように改正する。 

  別表知事の項神奈川県統計報告調整審議会の項の

次に次のように加える。 

 

神奈川県男女共同参画審議会 

男女共同参画の推進に関する重要事項及び神奈川

県男女共同参画推進条例（平成 14 年神奈川県条例

第８号）第 14 条第１項の規定により申出があった

提案、意見、要望、苦情等の処理につき知事の諮

問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は

意見を建議すること。 

12 人以内 
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５ 北京行動綱領（目次） 

（総理府仮訳) 

 

第Ⅰ章 使命の声明 

 

第Ⅱ章 世界的枠組み 

 

第Ⅲ章 重大問題領域 

 

第Ⅳ章 戦略目標及び行動 

A. 女性と貧困  

B. 女性の教育と訓練  

C. 女性と健康  

D. 女性に対する暴力  

E. 女性と武力闘争  

F. 女性と経済  

G. 権力及び意思決定における女性  

H. 女性の地位向上のための制度的な仕組み  

I. 女性の人権   

J. 女性とメディア   

K. 女性と環境  

L. 女児  

 

第Ⅴ章 制度的整備 

M. 国内レベル  

N. 小地域／地域レベル  

O. 国際レベル  

 

第Ⅵ章 財政的整備 

P. 国内レベル  

Q. 地域レベル  

R. 国際レベル  
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６ 北京宣言 

（平成 7年 9 月 15 日） 

 

１ 我々，第４回世界女性会議に参加した政府は，  

２ 国際連合創設５０周年に当たる１９９５年９月，

ここ北京に集い，  

３ 全人類のためにあらゆる場所のすべての女性の平

等，開発及び平和の目標を推進することを決意し，  

４ あらゆる場所のすべての女性の声を受けとめ，か

つ女性たち及びその役割と環境の多様性に留意し，

道を切り開いた女性を讃え，世界の若者の期待に

啓発され，  

５ 女性の地位は過去十年間にいくつかの重要な点で

進歩したが，その進歩は不均衡で，女性と男性の

間の不平等は依然として存在し，主要な障害が残

っており，すべての人々の安寧に深刻な結果をも

たらしていることを認識し，  

６ また，この状況は，国内及び国際双方の領域に起

因し，世界の人々の大多数，特に女性と子どもの

生活に影響を与えている貧困の増大によって悪化

していることを認識し，  

７ 無条件で，これらの制約及び障害に取り組み，世

界中の女性の地位の向上とエンパワーメント（力

をつけること）を更に進めることに献身し，また，

これには，現在及び次の世紀へ向かって我々が前

進するため，決意，希望，協力及び連帯の精神に

よる緊急の行動を必要とすることに合意する。  

 

  我々は，以下のことについての我々の誓約（コミ

ットメント）を再確認する。  

８ 国際連合憲章に謳われている女性及び男性の平等

な権利及び本来的な人間の尊厳並びにその他の目

的及び原則，世界人権宣言その他の国際人権文書，

殊に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約」及び「児童の権利に関する条約」並

びに「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」及

び「開発の権利に関する宣言」。  

９ あらゆる人権及び基本的自由の不可侵，不可欠か

つ不可分な部分として，女性及び女児の人権の完

全な実施を保障すること。  

１０ 平等，開発及び平和の達成を目的とするこれま

での国際連合の会議及びサミット ― １９８５

年のナイロビにおける女性に関するもの，１９９

０年のニュー・ヨークにおける児童に関するもの，

１９９３年のウィーンにおける人権に関するもの，

１９９４年のカイロにおける人口と開発に関する

もの，及び１９９５年のコペンハーゲンにおける

社会開発に関するもの ― でなされた合意と進

展に基礎を置くこと。  

１１ 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」

の完全かつ効果的な実施を達成すること。  

１２ 思想，良心，宗教及び信念の自由に対する権利

を含む女性のエンパワーメント及び地位向上，し

たがって，女性及び男性の個人的又は他の人々と

の共同体における，道徳的，倫理的，精神的及び

知的なニーズに寄与し，それによって，彼らに，

その完全な潜在能力を社会において発揮し，自ら

の願望に従って人生を定める可能性を保障するこ

と。  

 

  我々は，以下のことを確信する。  

１３ 女性のエンパワーメント及び意思決定の過程へ

の参加と権力へのアクセス（参入）を含む，社会

のあらゆる分野への平等を基礎にした完全な参加

は，平等，開発及び平和の達成に対する基本であ

る。  

１４ 女性の権利は人権である。  

１５ 男性と女性による平等な権利，機会及び資源へ

のアクセス，家族的責任の公平な分担及び彼らの

間の調和のとれたパートナーシップ（提携）が，

彼ら及びその家族の安寧並びに民主主義の強化に

とってきわめて重要である。  

１６ 持続する経済発展，社会開発，環境保護及び社

会正義に基づく貧困の根絶は，経済社会開発への

女性の関与及び平等な機会並びに人間中心の持続

可能な開発の行為者及び受益者双方としての女性

及び男性の完全かつ平等な参加を必要とする。  

１７ すべての女性の健康のあらゆる側面，殊に自ら

の出産数を管理する権利を明確に認め再確認する

ことは，女性のエンパワーメントの基本である。  
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１８ 地方，国，地域及び世界の平和は達成可能であ

り，あらゆるレベルにおける指導性，紛争解決及

び永続的な平和の促進のための主要な勢力である

女性の地位向上と，固く結びついている。  

１９ あらゆるレベルにおいて，女性のエンパワーメ

ント及び地位向上を促進するであろう効果的，効

率的，かつ相互に補強しあうジェンダー（社会的，

文化的性差）に敏感な開発政策及びプログラムを

含む政策及び計画を，女性の完全な参加を得て，

立案，実施，監視することが必須である。  

２０ 市民社会のあらゆる行為者，殊に女性のグルー

プ及びネットワークその他の非政府機関（ＮＧＯ）

並びに地域に基礎を置く団体が，それらの自治を

十分に尊重した上で，政府との協力に参加し寄与

することは，行動綱領の効果的な実施及びフォロ

ーアップにとって重要である。  

２１ 行動綱領の実施には，政府及び国際社会のコミ

ットメント（関与）が必要である。世界会議で行

われたものを含め，行動のための国内的及び国際

的なコミットメント（誓約）を行うことにより，

政府及び国際社会は女性のエンパワーメント及び

地位向上のための優先的な行動を取る必要性を認

める。 

  

  我々は，以下のことを決意する。  

２２ 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」

の目標を今世紀末までに達成するための努力及び

行動を強化する。  

２３ 女性及び女児がすべての人権及び基本的自由を

完全に享受することを保障し，これらの権利及び

自由の侵害に対し効果的な行動を取る。  

２４ 女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤

廃するために必要なあらゆる措置をとり，男女平

等と女性の地位向上及びエンパワーメントに対す

るあらゆる障害を除去する。  

２５ 男性に対し，平等に向けてのあらゆる行動に完

全に参加するよう奨励する。  

２６ 雇用を含め女性の経済的自立を促進し，経済構

造の変革による貧困の構造的な原因に取り組み，

開発の重要な行為者として，農村地域における者

を含めあらゆる女性の生産資源，機会及び公共サ

ービスへの平等なアクセスを保障する。  

２７ 女児及び女性のために基礎教育，生涯教育，識

字及び訓練，並びに基礎的保健医療（プライマリ

ー・ヘルスケア）の提供を通じて，持続する経済

成長を含め，人間中心の持続可能な開発を促進す

る。  

２８ 女性の地位向上のための平和を確保する積極的

な手段を講じ，平和運動において女性が果たして

きた主要な役割を認識しつつ，厳正かつ効果的な

国際的管理の下に，全面的かつ完全な軍備縮小に

向けて積極的に働き，あらゆる側面から核軍縮及

び核兵器の拡散防止に寄与する普遍的かつ多国間

で効果的に実証し得る包括的核実験禁止条約の締

結に関する交渉を遅滞無く支援する。  

２９ 女性及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻

止し，撤廃する。  

３０ 女性及び男性の教育及び保健への平等なアクセ

ス及び平等な取扱いを保障し，教育を始め女性の

リプロダクティブ・ヘルスを促進する。  

３１ 女性及び少女のあらゆる人権を促進し，保護す

る。  

３２ 人種，年齢，言語，民族，文化，宗教，障害の

ような要因の故に，あるいは先住民であるために，

エンパワーメント及び地位向上に対する多様な障

害に直面しているすべての女性及び少女のあらゆ

る人権及び基本的自由の平等な享受を保障するた

めの努力を強化する。  

３３ 殊に女性及び少女を保護するため，人道法を含

む国際法の尊重を保障する。  

３４ あらゆる年齢の少女及び女性の潜在能力を 大

限に開発し，すべての人々のためより良い世界を

構築するため彼らが完全かつ平等に参加すること

を保障し，開発の過程における彼らの役割を促進

する。  

 

  我々は，以下のことを決意する。  

３５ 女性及び少女の地位向上及びエンパワーメント

を促進する手段として，なかでも国際協力を通じ

て，土地，信用保証，科学技術，職業訓練，情報，
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通信及び市場を含む経済的資源への平等なアクセ

スの恩恵を享受する能力を高めることを含め，女

性の経済的資源への平等なアクセスを確保する。  

３６ 政府，国際機関及びあらゆるレベルの団体の強

力なコミットメント（関与）を必要とするであろ

う行動綱領の成功を確保する。我々は，経済開発，

社会開発及び環境保護は，相互に依存し，持続可

能な開発の相互に強め合う構成要素であり，それ

は，あらゆる人々のためにより良い生活の質を達

成するための我々の努力の枠組みであることを深

く確信する。環境資源を持続的に活用するために，

貧しい人々，殊に貧困の中に暮らす女性の能力を

高めることを認める公平な社会開発は，持続可能

な開発に対する必要な基盤である。我々は，また，

持続可能な開発に関連する基盤の広い，持続する

経済成長は，社会開発と社会正義を維持するため

に必要であることを認識する。行動綱領の成功に

は，また，国内及び国際レベルでの資源並びに女

性の地位向上のための多国間，二国間及び民間の

財源を含む入手可能なあらゆる資金提供の仕組み

からの開発途上国に対する新規かつ追加的資源の

十分な動員，国内，小地域，地域及び国際機関の

能力を強化するための財政的資源，平等な権利，

平等な責任及び平等な機会への，また，あらゆる

国内，地域及び国際機関及び政策決定過程におけ

る女性及び男性の平等な参加へのコミットメント

（関与），世界の女性に対する責任のために，あ

らゆるレベルにおける仕組みの創設又は強化を必

要とするであろう。  

３７ また，移行期経済の諸国における行動綱領の成

功を確保し，そのために引き続き国際協力及び援

助を必要とするであろう。  

３８ 我々は，ここに，以下の行動綱領を採択し，政

府としてこれを実施することに責任を負うととも

に，我々のあらゆる政策及び計画にジェンダーの

視点が反映されるよう保障する。我々は，国際連

合システム，地域及び国際金融機関，その他関連

の地域及び国際機関並びにあらゆる女性及び男性

のみならず非政府機関に対し，また，市民社会の

あらゆる部門に対し，それらの自主性を十分尊重

した上で，政府と協力して行動綱領の実施に対し，

十分に責任を負い，この行動綱領の実施に寄与す

ることを強く要請する。  
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７ 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）

（抄） 

（昭和 60 年 7 月１日・条約 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つていること

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。 

 

第一部 

 

（女子差別の定義） 

第一条  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、排除又は制限であつて、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
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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。 

（当事国の差別撤廃義務） 

第二条  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

務に従つ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。 

 

（女子の人権の保障） 

第三条  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。 

 

（暫定的特別措置） 

第四条 

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つてはな

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。 

 

（役割論に基づく偏見と慣行の撤廃） 

第五条  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。 

 

（女子の売買・売春からの搾取の禁止） 

第六条 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。  

 

第三部 

 

（教育の分野における差別の撤廃） 

第十条 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。 
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（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）スポー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  

 

（雇用の分野における差別の撤廃） 

第十一条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

並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。  

（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ービスの提供を，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。 

 

（保護の分野における差別の撤廃） 

第十二条１ 締約国は，男女の平等を基礎として保健

サービス（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，分べん及び産後の期間中の適当なサービス（必
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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。 

 

（経済的・社会的活動の分野における差別の撤廃） 

第十三条 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）レクリエーション，スポー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   

 

（農村女子に対する平等の確保） 

第十四条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）適当な保健サービス（家族計画に関する情報，

カウンセリング及びサービスを含む。）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，すべての地域サービス及び普及サービスか

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 

 

第四部 

 

（法の前の男女平等） 

第十五条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。 

 

（婚姻および家族関係における差別の撤廃） 

第十六条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）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
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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。 
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