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は じ め に

　篠山市では、平成14年3月に、「篠山市男女共同参画プラン」を策定し、
市民の皆様にご協力いただきながら、さまざまな男女共同参画施策を推進
してきました。
　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、性別にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮できる社会
の実現は、本市においても重要な課題であります。
　そこで、前プランが10年の計画期間を終了するにあたり、篠山市の現状
や課題とともに社会情勢の変化なども十分に踏まえ、「第2次篠山市男女共
同参画プラン」を新たに策定いたしました。
　本プランの策定にあたり、市民の皆さまへのアンケート調査や現プラン
の進捗状況のヒアリング結果を踏まえ、「篠山市男女共同参画プラン策定委
員会」において慎重にご審議をいただきました。
　篠山市が住みよいまちになるためには、地域が良い状態であるべきであ
り、その地域を良くするためには、基となる家庭の幸せが不可欠です。社
会を構成する個人が家庭の中で男女共同参画を実践することが大切です。
本プランはそのようなことを願い、現制度による推進員の組織強化を重点
的に取り組んでいくべく策定しました。
　男女共同参画の実現のためには、行政だけでなく、市民をはじめ、地域
のさまざまな団体が協働することこそが大変重要となるため、市民の皆様
のより一層のご理解やご協力と、それぞれの立場で積極的な取組みをよろ
しくお願いいたします。
　最後に、策定にあたりまして、貴重なご意見やご提案をいただきました
アドバイザーをはじめ、策定委員の皆様、アンケート調査やパブリックコ
メントにご協力いただきました市民の皆様に心からお礼を申し上げます。

　2012年12月

篠山市長　　酒 井 隆 明
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第1章

第2次篠山市男女共同参画プランの策定にあたって



　本市では、平成14年３月に、お互いの人権が尊重され、また、男女が対等なパートナーとして、ともにい
きいきと暮らすことができる社会の実現に向けて、「篠山市男女共同参画プラン」を策定し、今日まで男女共
同参画施策の推進に努めてきました。
　その間、国においては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律※1（以下、「ＤＶ防止法」
という。）」や「男女雇用機会均等法」をはじめとする関連法令の改正などが行われ、「男女共同参画社会基本法」
に基づく、国の「第３次男女共同参画基本計画」が策定されました。
　また、少子高齢化と人口減少社会の到来など、我々を取り巻く環境は大きく変化したことから、当初より５
年経過した段階で「篠山市男女共同参画プラン（後期計画）」を策定しました。
　その後期計画も平成23年度をもって終了するにあたり、今後も男女が互いの人権を尊重しつつ、責任も分
かち合い、仕事や家庭などにおいて、その個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会の実現」に
向けて、新たに平成24年度から10年間のプランを策定しました。

（１）計画の位置づけ
　この計画は、「第２次篠山市男女共同参画プラン」と称し、男女共同参画社会基本法第14条第３項に規定さ
れる「市町村男女共同参画計画」とします。また、愛称は引き続き「フィフティ」とし、「参画で　しあわせ
創る　ささやま　ゆめ・未来」をキャッチフレーズに近い未来のささやまの幸せを願い進んでいきます。
　この計画の策定にあたっては、国の「第３次男女共同参画基本計画」および県の「新ひょうご男女共同参画
プラン21」などを踏まえるとともに、「第２次篠山市総合計画」をはじめとする各種計画との整合を図りながら、
市の各分野の施策を男女共同参画の視点で捉えています。

※1　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）
　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
法律。

１．策定の背景と趣旨

２．計画の位置づけと策定方法

○篠山市保健福祉総合計画　
○篠山市次世代育成支援対策推進行動計画（元気なささっ子愛プラン）（後期）など

第２次篠山市総合計画（基本構想）

第２次篠山市総合計画（基本計画）

（各施策の個別計画）

第２次篠山市男女共同参画プラン

その他関連計画
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（２）計画の策定方法
　この計画の策定にあたっては、市民と庁内関係部課の職員で構成する「篠山市男女共同参画プラン策定委員
会」を設置し、平成２３年５月に実施しました「篠山市男女共同参画プラン改定のための市民意識調査」（以下、
「平成23年市民意識調査」という。）や庁内推進本部会議またパブリックコメントの募集などを実施し、幅広
い意見の集約を行いました。

　「第２次篠山市男女共同参画プラン」の期間は、平成24年度から平成33年度までの10年間とします。

３．計画の期間

４．計画の基本理念、基本目標と今後10年間の計画

（１）計画の基本理念
　市民一人ひとりが思いやりを持ち、自立した人間として、性別による差別を受けることなく、その個性と能
力を十分に発揮する機会が確保され、ともに参画できる社会をめざします。
　あらゆる分野への男女共同参画を進めるとともに、安心して暮らせ、さらに活性化するまちづくりを進める
ため、この計画の基本理念を次のように定めます。

基本理念１　男女がお互い尊重しあえる社会
基本理念２　あらゆる分野での男女共同参画
基本理念３　誰もが住みたく、暮らしやすい “ささやま” のまち

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

第 2 次 篠 山 市 総 合 計 画

第 2 次 篠 山 市 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン

篠山市保健福祉総合計画

篠山市次世代育成支援対策推進行動計画
(元気なささっ子 愛 プラン)(後期)
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（２）計画の重点目標・基本目標
　計画の基本理念を実現するために、市民・団体・行政がめざすべきまちの姿を設定し、基本目標とします。

（３）今後10年間の計画
　〇 男女共同参画推進員を組織化し、各地域との連携により地域密着型の啓発を進めていきますが、初年度か
ら数年間はモデル的に地域を選出し実施していきます。その後、各地域単位の協議会などに情報提供し支
援をしていきます。

　〇 人材の発掘と市民団体の育成、ネットワーク化を進めて男女共同参画社会に向け、意識啓発の拡大を図っ
ていきます。

　○ 男女共同参画推進母体である男女共同参画審議会と男女共同参画センター運営委員会の一元化を図り、総
合的な体制で推進していきます。

重点目標　男女共同参画を推進する「体制・組織の強化と拡充」
基本目標１　男女共同参画による「幸せな家庭づくり」
基本目標２　女性と男性がともに担う「幸せな地域づくり・働く場づくり」
基本目標３　男女共同参画による「幸せなまちづくり」

幸せな家庭づくり幸せな家庭づくり

幸せな地域づくり・働く場づくり幸せな地域づくり・働く場づくり

幸せなまちづくり幸せなまちづくり

体制・組織の強化と拡充
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（1）相手を尊重し、思いやる心づくり
誰もがお互いを尊重し、思いやりの心を持ち、
暴力のない、あたたかい家庭を作りましょう。

（2）仕事と家庭生活の両立
女性・男性がともに仕事を持つ中で、お互
いが助け合いの精神で仲良く暮らしていけ
る家庭をめざしましょう。

（1） 女性と男性がともに参画する地域づくり
女性と男性がともにあらゆる場において対
等で参画できる地域づくりをめざします。

（2）働く場における男女共同参画の推進
職場での性別役割分担を見直し、均等な機
会と待遇が確保され、男女がともに働き続
けられる環境の整備を推進します。

（1）市政への女性参画の拡大
市政に女性の視点を反映するため審議会等
への女性の登用や市における女性管理職の
配置に取り組みます。

（2）女性のチャレンジ支援の強化
女性の隠れた能力を発揮するためのチャレン
ジ支援、また結婚等によりいったん離職した
女性への再就職のチャレンジ支援を行います。

計画の体系表
《重点目標》 《基本目標》 《重点課題》 《施策の方向》 《施策項目》

男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る「
体
制
・
組
織
の
強
化
と
拡
充
」

2. 女性と男性がと
もに担う「幸せな
地域づくり・働く
場づくり」

1. 男女共同参画に
よる「幸せな家
庭づくり」

3. 男女共同参画に
よる「幸せなまち
づくり」

（1）男女共同参画推進員の活動強化
男女共同参画を市民に浸透させるために推
進員の活動が不可欠となり、新たな方向性
を示します。

A　男女共同参画審議会・男女共同参画センター運営委員会の一元化
B　庁内推進体制の充実（3）総合的な推進体制の強化

A　まちづくり協議会などへの支援
B　まちづくり協議会などへの情報提供①まちづくり協議会などとの連携

A　篠山市男女共同参画推進員代表者会（仮称）設置
B　活動強化策のための支援②活動強化のプランづくり

A　市民参画による男女共同参画センターの運営の推進
B　市民団体などの協働による啓発事業の推進
C　市民団体の育成

①男女共同参画センター事業の拡充

A　エンパワーメントの機会の提供と充実
B　市民団体の育成とネットワーク化

② 人材の発掘・育成と個人及び団
体のネットワーク化の推進

A　心に届く”広報・啓発活動”の拡充①意識づけの推進

A　幸せな家庭づくりの啓蒙
B　地域における協力体制の拡充②地域・家庭における理解の促進

A　被害者の安全確保と関連機関との連携強化
B　被害者の自立までの支援
C　DV防止の啓発と相談窓口の充実

③暴力などの防止と支援促進

A　個性の尊重・協力の意識づくりの啓発
B　男性にとっての男女共同参画の推進①両立のための意識づくりの推進

A　理解ある職場における”育児・介護休業制度”の周知と利用促進
B　多様な子育て・介護ニーズに対応したサービスの充実
C　妊娠出産期等における母子保健の支援
D　地域の保育ボランティアの養成とネットワークづくり

②両立のための環境づくりの強化

A　住民学習・生涯学習による啓発
B　国際理解の推進①地域活動における意識啓発の推進

A　地域防災における女性の参画の促進②地域活動への女性参画の促進

A　各種労働関係の法律や制度の周知と趣旨の啓発
B　職場における性別役割分担意識解消への啓発
C　労働相談窓口の啓発

①男女の均等な機会と待遇の確保

A　就労男女の健康管理の促進
B　母性健康管理措置の周知と実施の徹底②就労男女の健康保持の支援

A　市審議会などの女性の登用促進
B　市審議会などの委員選出方法の見直し①市審議会などへの女性の登用促進と人材育成

A　女性職員の業務リーダーや管理職などへのチャレンジに向けた意識の改革②市管理職への女性の登用促進と人材育成

A　農の分野における男女共同参画の意識づくり
B　農を生かした女性のチャレンジ支援および人材の発掘と育成
C　農の分野における女性のコミュニティづくりの促進

①農の分野における女性のチャレンジ支援

A　起業や再就職のための情報の提供
B　起業や再就職のための環境づくり②起業・再就職する女性への支援

（2）市民団体の育成と活動支援
男女共同参画センターで行う各種セミナー
を通じて市民の交流をはかると同時に市民
団体の育成を推進します。
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第2章

重点目標　男女共同参画を推進する「体制・組織の強化と拡充」

　男女共同参画社会を実現し、幸せな家庭・地域・まちづくりを進めるには、市民、団体や行政など
が協力し合い一体となって取り組み、市民活動などを活性化させることが重要です。
　その大きな柱となるのが、体制・組織の強化と拡充です。それには推進体制の大もととなる男女共
同参画審議会と男女共同参画センター運営委員会の総合的な整備を必要とすることや男女共同参画推
進員の活動強化を図ることが大切と考えます。
　地域を支える自治会やまちづくり協議会などのコミュニティとの連携や協力、支援が重大な根幹を
成すもので、今後は推進員の組織化を図り各地域との関係を深めながら推めていきたいと考えていま
す。



　男女共同参画社会を実現し、幸せな家庭・地域・まちづくりを進めるには、市民・団体や行政などが一体と
なり取り組むことが重要です。
　家庭から男女共同参画意識の浸透を図り、地域やまちづくりに広げていくため、各自治会に「男女共同参画
推進員（以下、推進員）」が選任されています。その推進員が中心となり自治会内で男女共同参画を推進する
ことで、女性・男性がともに地域づくりやまちづくりを担える環境を整えることができます。そのためにも、
推進員の活動強化および、活動のネットワーク化が今後重要な課題となっています。

現状と課題
　本市は自治会活動が都市部に比べ活発であることから、自治会を通じて男女共同参画に取り組むことが効果
的であると考え、平成17年度より各自治会に推進員が選任されています。現在、各自治会における推進員の
設置率は93％となっていますが、推進員の具体的な活動や自治会の中での位置づけが不明確であるなどの課
題が指摘されています。
　今後は自治会の中においてより効果的に男女共同参画の推進ができるよう、地域での推進員の役割と活動の
明確化を図るとともに、各地域の推進員の意見を吸い上げ反映させるためにも、推進員を取りまとめる団体を
設置し、推進員の組織化を図る必要があります。
　さらに、自治会やまちづくり協議会などに対し男女共同参画推進活動への支援や情報提供を行い、男女共同
参画の人材育成や推進員の活動の場を広げてくことも大切です。

施策の方向
①　まちづくり協議会などとの連携
　まちづくり協議会などに対し、男女共同参画推進活動への支援や情報提供を行い、男女共同参画の人材育成
や推進員の活動の場を拡充させます。

Ａ．まちづくり協議会などへの支援
　推進員とまちづくり協議会などが協力をして男女共同参画の推進や啓発活動を行えるよう、まちづくり協議
会などに対し男女共同参画推進活動の支援を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

１ 地域いきいき活動支援 新規 ― 年１回／19地区
各地区における男女共同参
画の推進活動に対する支援
を行う。

人権推進課

重点課題（1） 男女共同参画推進員の活動強化

男女共同参画を市民に浸透させるためには推進員の活動が不可欠となり、新たな
方向性を示します。
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重点課題（1）男女共同参画推進員の活動強化

Ｂ．まちづくり協議会などへの情報提供
　自治会やまちづくり協議会などの中において男女共同参画に対する理解を深め、推進員とまちづくり協議会
などが協力をして男女共同参画の推進啓発活動を行えるよう様々な情報提供を行います。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

２ 活動推進のための情報提
供 新規 ― 随時

各地区における男女共同参
画に対する活動の推進に向
け、情報提供を行う。

人権推進課

②　活動強化のプランづくり
　自治会で推進員が活動しやすいよう、「篠山市男女共同参画推進員代表者会（仮称）」を設置し、活動のネッ
トワーク化や地域で独自に活動できるよう計画していきます。

Ａ．篠山市男女共同参画推進員代表者会（仮称）設置
　推進員の活動状況の取りまとめや意見を集約し、活動方針を決定するため、「篠山市男女共同参画推進員代
表者会（仮称）」を設置します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

３ 男女共同参画推進強化策
の協議 新規 ― 年１回

各地区における男女共同参
画事業の実施に向け、その
年度の方向性を見出すため
の協議を行う。

人権推進課

Ｂ．活動強化策のための支援
　市は、推進員の地域での役割と活動の明確化のため、活動の支援と情報提供を行い、推進員が地域において
よりスムーズに男女共同参画を啓発推進できる体制づくりを図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

１ 地域いきいき活動支援
（再掲） 新規 ― 年1回／19地区

各地区における男女共同参
画の推進活動に対する支援
を行う。

人権推進課
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　幸せなまちづくりや男女共同参画社会の実現のためには、市民、団体や行政などが一体となり、男女共同参
画の観点からまちづくりに取り組んでいかなければなりません。
　市民一人ひとりが持っている力を充分に発揮できるように支援することはもとより、市民団体の育成と活動
支援を行なっていく必要があります。また、市民同士、市民と団体、団体同士のネットワーク化を図り、協力
してまちづくりに参画する体制づくりが求められています。そのためにも市民活動への支援機能を重視した男
女共同参画センターの機能の充実を図る必要性があります。

現状と課題
　本市では、平成15年４月、男女共同参画センターを設置し、男女共同参画社会の実現のための拠点づくり
を進めてきました。その後、平成19年７月から人権推進課が男女共同参画センターを含めた業務を行ってい
ます。
　多くの女性が英知を出し合い長く続いてきた篠山市連合婦人会も解散するなど、既存の女性団体が会員の高
齢化や後継者不足の課題を抱える一方、女性を中心とした篠山愛育会・いずみ会などのテーマ型団体※2の活動
が活発になってきています。
　これらテーマ型団体の育成と活動の支援を行うとともに、これらの団体と既存の女性団体との有機的なネッ
トワークの構築が必要となっています。
　市民のライフスタイルや価値観の多様化が進み、男女を取り巻く社会環境の変化が著しい中において、市民
参画のまちづくりを進め、男女共同参画社会を実現するには、男女共同参画センターが市民活動への支援機能
を充実させ、市民、団体や事業者などとの協働体制の強化を図っていく必要があります。

施策の方向
①　男女共同参画センター事業の拡充
　男女共同参画センターを、人々が学び、つどい、そして新しい自分を発見していく「ひとづくり」の拠点と
するとともに、人々が出会い、つながり、活気あるまちを創造していく「まちづくり」の拠点として位置づけ、
「住みたいまち篠山」の実現に向け、市民活動の支援の充実を図ります。

Ａ．市民参画による男女共同参画センターの運営の推進
　センターの利用者などの意見を取り入れた市民参画による運営を推進します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

４ センター事業並びに運営
に向けた会議 継続 年3回 年3回 センター事業のさらなる充

実に向け協議する。 人権推進課

重点課題（2） 市民団体の育成と活動支援

男女共同参画センターで行う各種セミナーを通じて市民の交流をはかると同時に
市民活動団体の育成を推進します。

※2　テーマ型団体
　福祉や環境など、一定のテーマに基づいて構成員がつながった団体。これに対して、一定の地域を範囲とする自治会などは地縁型団体と呼ば
れる。
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重点課題（2） 市民団体の育成と活動支援

Ｂ．市民団体などの協働による啓発事業の推進
　男女共同参画事業の開催や啓発推進を行うにあたって、市民団体やボランティアなどと協働し、市民の参画
による男女共同参画の推進を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

５ 市民、ボランティアへの呼
びかけ 新規 ― 随時 活動団体等と連携し男女共

同参画の浸透を図っていく。 人権推進課

Ｃ．市民団体の育成
　男女共同参画センターで行う各種セミナーや講演会などを通じで、市民の交流と情報交換を図り、市民活動
団体の立ち上げや、育成を推進します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

６ 男女共同参画市民団体の
育成 新規 ― １団体

男女共同参画を推進する市
民団体を発掘し、育成する
ことにより、市民へのさら
なる浸透をめざす。

人権推進課

②　人材の発掘・育成と個人及び団体のネットワーク化の推進
　一人ひとりのエンパワメント※3を促進することであらゆる分野のまちづくりに参画する人材を育成し、男女
共同参画社会の実現を図ります。
　また、既存団体の活性化や新しい団体の育成を支援し、情報提供や個人および団体の交流促進・ネットワー
ク化を図り、市民主導による男女共同参画のまちづくりを推進します。

Ａ．エンパワメントの機会の提供と充実
　それぞれが自分の能力を認め、政策や意思決定の場に参画する力を身につけるため、各種セミナーや講演会
を開催し、学習機会を充実させるとともに、関係機関で開催するセミナーなどの情報を提供します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

７ 男女共同参画セミナー・講
演会の開催 拡充 年5回 年6回

ニーズに合わせた多様なセ
ミナー等を開催することに
より、より多くの市民に男
女共同参画を浸透させる。

人権推進課

Ｂ．市民団体の育成とネットワーク化
　男女共同参画の事業や啓発推進活動を通じて、市民のエンパワメントを支援するとともに、意欲のある市民
同士や団体の交流やネットワーク化を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

７ 男女共同参画セミナー・講
演会の開催（再掲） 拡充 年5回 年6回

ニーズに合わせた多様なセ
ミナー等を開催することに
より、より多くの市民に男
女共同参画を浸透させる。

人権推進課

※3　エンパワメント
　語源は「Empowerment＝力をつける」で、その人の潜在能力を引き出すこと。最近は、「その人らしく自立して生きる力を高めること」という
意味で使われることもある。
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　本計画を着実に実行し、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するためには、庁内の推進体制の充実
とともに、男女共同参画の進捗状況および計画の進行管理体制を充実させることが必要です。
　さらに職員一人ひとりの意識改革を図り、男女共同参画の意識を持って各行政分野における施策を遂行し、
また、市役所が率先して男女共同参画の職場を実現することによって、篠山市における男女共同参画社会実現
に向けた機運を高めることが必要です。

現状と課題
　本市では、男女共同参画施策を着実に実行するため、平成20年度より「篠山市男女共同参画審議会」を設置し、
施策の推進について進捗状況を確認し協議してきました。しかしながら、取り組まなければならない施策が広
範囲に及び多岐にわたっていることに加え、少子高齢化・核家族化等の社会環境の変化にともなう課題が多様
化しており、本計画をより効果的に実行していくため、推進体制の整備・充実を図る必要があります。また、
市役所内における男女共同参画推進についても、計画がより総合的かつ効果的に推進できる体制に向け、関連
部課の連携の強化が必要となっています。
　男女共同参画に関連する分野は多岐にわたるため、すべての市職員が男女共同参画についての理解を深め業
務にあたることが、男女共同参画社会を実現するためには非常に重要なことです。市職員の一人ひとりが男女
共同参画の視点に立ってあらゆる分野の事業の立案、実行に取り組むことができるよう、情報提供の充実と男
女共同参画担当課と人事研修担当課が連携し、男女共同参画に関する研修の機会の充実を図る必要があります。
また、市自体が男女共同参画のモデルとなるよう、男女が働きやすい職場づくりに取り組む必要もあります。

Ａ．男女共同参画審議会・男女共同参画センター運営委員会の一元化
　男女共同参画を総合的かつ効果的に推進するため、男女共同参画審議会と男女共同参画センター運営委員会
の一元化を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

８ 審議会・運営委員会の一元
化 新規 ― 年3回

市が設置する審議会・運営
委員会を統合し、効率的な
話し合いの場で活発な事業
展開が図れるよう協議検討
していく。

人権推進課

Ｂ．庁内推進体制の充実
　男女共同参画施策を効果的かつ効率的に推進するため、庁内の推進体制の充実を図ります。また、すべての
市職員が男女共同参画について理解を深め、業務にあたれるよう、研修機会や情報提供の充実を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

９ 市職員対象の男女共同参
画研修の開催 継続 2年に

1回 2年に1回 職員人権研修（年１回実施）
の一つとして実施する。 職員課

重点課題（3） 総合的な推進体制の強化

男女共同参画施策を着実に実行するためには、総合的な推進体制の強化が必要
となります。
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第3章

基本目標1　男女共同参画による「幸せな家庭づくり」

　男女共同参画社会基本法の制定や、DV防止法、男女雇用機会均等法の改正など、男女共同参画社
会の実現に向けた法整備が進められてきています。
　しかし、男女共同参画社会の実現のためには、法や制度の改正とともに人々の意識が変わらないこ
とには進みません。女性・男性が互いに認めあい、尊重し思いやる気持ちを持つことで、市民の行動
が変わり、幸せな家庭を築くことができます。そのためにあらゆる機会・媒体を通して広報と意識啓
発に取り組みます。



　最小単位の社会構成といわれる “家庭” の幸せは、まさしくひとつの家の中にいる家族がお互いを尊重し、
相手を思いやる心を持つことにより実現するものです。
　地域が活性化し、幸せなまちとなるためには、それを構成する家族が幸せな家庭と感じることから始まるの
ではないでしょうか。
　しかしながら、今や家庭内における配偶者等による暴力・暴言が多くなってきています。その現状を防ぐた
めに、基本となる家庭の大切さ、また地域挙げての協力体制が重要となってきます。

現状と課題
　本市では、これまで男女共同参画に向けた意識変革のため、市広報、情報紙「フィフティだより」、市のホー
ムページなどによる情報提供や啓発、また、各種セミナーや講演会、イベントを通じて啓発活動を展開してき
ました。
　しかし、「平成23年市民意識調査」の男女共同参画に関する学習経験についての質問に対し、何らかの形で
男女共同参画を学んだことがあると答える割合は全体で４割程度にとどまっています。特に若年層の男性の場
合は１割と極端に低く、この層への啓発が今後の課題となっています。（図１－１、１－２）

重点課題（1） 相手を尊重し、思いやる心づくり

誰もがお互いを尊重し、思いやりの心を持ち、暴力のないあたたかい家庭に向け、
啓発活動や学習の機会を提供します。

　同調査では法律・制度上は「平等」と感じる人が増えているものの、家庭や地域、社会全体を見るとまだま
だ「男性が優遇されている」「どちらかといえば男性が優遇されている」と答える割合が高いのが現状です。（図
２）
　女性や男性の人権が尊重されていないと感じるのはどのようなことかという質問には「固定的性別役割意識
※4」「職場における男女格差」という回答が多く（図３、４）、不平等を感じる原因には「社会の慣習やしきた
り」や「男女の役割や能力、適性についての固定観念」という回答が多くなっています。（図５）
　性別による固定的な役割にとらわれず、一人ひとりがお互いを認めあい、助けあい、支えあって、優しい気
持ちを持つことで、誰もが自分らしく生き生きと暮らしていくことができる男女共同参画に対する理解を深め
ていくことが大切です。そのためにも、女性も男性も参加しやすい講座や研修会の充実と、様々な媒体や機会
を通じて、積極的かつ効率的な広報・啓発が必要です。
　学校・教育の男女の地位の平等感の質問については、約７割が「平等」と答えています。（図２）次代を担
う子どもたちが、思いやりや寛容の心をもって多様な人々と共生する態度を養うとともに、人権尊重の精神に

※4　固定的性別役割意識
　男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定
的に分けること。
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重点課題（1）　相手を尊重し、思いやる心づくり

基づき、よりよい社会づくりに向けて自覚と責任、感謝の念をもって真摯に自ら学び自ら考えて行動する力を
培うことが重要です。そのためにも引き続き男女共同参画の視点に立った学校教育や学校運営の充実に努めま
す。
　また、周囲の大人の言動や考え方、あるいは地域における慣習などが子どもに与える影響は大きく、家庭や
地域の大人たちが男女平等・男女共同参画についての意識を高め、男女の人権を尊重する子どもたちをともに
育てていくことが求められています。

図2　社会の各分野における男女の関係（全体）
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図3　女性への人権侵害と感じること

職場における男女の待遇の違い（給料・昇進の格差、女性はパート採用など）

女性への固定的な性別役割分担意識（「家事・育児は女性の仕事」など）

ドメスティック・バイオレンス（夫や恋人などからの暴力）

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ、性的な冗談やからかい）

女性の社会進出のための支援制度（育児･介護休業、子育て後の再就職支援など）の不備

地域（自治会など）の祭礼などへの参加の制限や、女性は飲食の準備などの裏方役ばかりであること

売買春・援助交際、アダルトビデオ・雑誌などにおける女性の性の商品化

性犯罪、ちかん行為、ストーカー（つきまとい）行為

その他
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重点課題（1）　相手を尊重し、思いやる心づくり

　幸せなまちづくりや男女共同参画社会の実現に向け、克服していかなければならない重要な課題として、配
偶者などからの暴力などの防止があります。
　暴力は、その対象となる性別や間柄を問わず決して許されるものではなく、犯罪となる行為をも含む重大な
人権侵害です。
　配偶者やパートナーからの暴力（DV※5）の被害者の多くが女性であり、問題のほとんどが家庭内等で発生
し発覚しにくいために被害が深刻化しやすいことからも、早急な対応が必要となります。
　本市でも、「篠山市男女共同参画プラン～フィフティプ
ラン～（後期計画）」に基づき、女性のための相談室の体
制整備や情報紙「フィフティだより」や市のホームページ、
講座等の開催による意識啓発の推進を行ってきました。
　近年、女性のための相談室等での全体的な相談件数が
増加傾向にあり（図６）、またDVに関しては相談内容が、
深刻化、複雑化し、総合的な支援体制の検討が必要になっ
てきています。

※5　DV（ドメスティック・バイオレンス）
　夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる身体的・精神的・経済的な暴力・性暴力など。物理的な暴力だけでなく、脅し、罵り、無視、言
動の制限、強制、苦痛を与えることなども含まれた概念。

図4　男性への人権侵害と感じること

職場における男女の待遇の違い（「男性は転勤や長時間労働をして当然」、過度に重い責任、罵倒されるなど）

男性への固定的な性別役割分担意識（「男性は妻子を養って当たり前」、「男子厨房に入るべからず」などの偏見）

過度な期待（就職や昇進、「男性らしさ」を求められる）や責任

ドメスティック・バイオレンス（妻や恋人などからの暴力）

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ、性的な冗談やからかい）

育児や介護など、男性が家庭参画するための支援制度（長時間労働の是正、育児・介護休業など）の不備

地域（自治会など）で男性ばかりが役職に就いたり、作業に参加させられること

経済力や社会的地位で評価されること

その他
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重点課題（1）　相手を尊重し、思いやる心づくり

　本市の「平成23年市民意識調査」を見ても、過去５年間、あるいは現
在もDVを受けていると回答したのは男性が５％で、女性が19％で（図７
－１、７－２）、前回の「平成18年度市民意識調査」で男性７％、女性
12％だったことから、女性のDV被害は増加傾向にあると言えます。
　DV被害者の被害相談については、女性被害者の７割、男性被害者の８
割が誰にも相談していないという結果になっています。相談しなかった
理由については、男女ともに「自分が我慢していれば済むことだから」
と回答しており、DV被害が潜在化している様子がうかがえます。（図８、
９）
　具体的な支援策について、「ドメスティック・バイオレンスは人権侵害
であり犯罪であることを啓発する」「家庭や社会の中の暴力を容認するよ
うな風潮をなくす」など、社会の意識改革を求める回答が多くありました。
また、相談窓口の整備、シェルター※6など具体的な支援を望む声も多くあ
ります。（図10）
　今後、兵庫県や関係機関とのネットワークの強化と、暴力の防止と根
絶に向けて、DVに関する啓発や相談体制の充実、被害者への支援対策を講じることが重要となってきます。
　そのためにも、本計画の中にDVに関する市町村基本計画を包括し、配偶者等のあらゆる暴力から被害者と
その子どもを守り、問題を解決するための、包括的な施策展開を図っていきます。

※6　シェルター
　被害女性が家を出たときに一時的に避難生活を送ることができる場所。

図7-1　DV経験の有無（女性）
過去5年間に暴力を
受けたことがある
17.3％

暴力を受けた
ことはない
81.1％

現在も暴力を
受けている
1.6％
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重点課題（1）　相手を尊重し、思いやる心づくり

施策の方向
①　意識づけの推進
　根強く残る固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、互いにその人権を尊重しつつ役割も責任も分
かちあえる、男女共同参画に対する理解と意識づくりを促進するため、男女共同参画の啓発活動や学習の機会
を提供していきます。
Ａ．心に届く “広報・啓発活動” の拡充
　市広報や情報紙「フィフティだより」など、あらゆる機会、媒体を活用し、男女共同参画の理念や内容につ
いて、分かりやすく、効率的かつ効果的な広報と意識啓発を行います。
　また、対象に応じたテーマで体験型、交流型、参加型学習のセミナー導入に取り組み、効果的な啓発活動に
努めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

10 情報紙「フィフティだよ
り」の発行 拡充 年3回 年4回

回数を増やすことにより、
男女共同参画に対する意識
づけを強化する。

人権推進課

11 市広報への啓発記事の掲
載 継続 随時 随時

分かりやすい記事の掲載を
心がけ、様々な角度からの
意識啓発を行う。

人権推進課
市民協働課

7 男女共同参画セミナー・講
演会の開催（再掲） 拡充 年5回 年6回

ニーズに合わせた多様なセ
ミナー等を開催することに
より、より多くの市民に男
女共同参画を浸透させる。

人権推進課

②　地域・家庭における理解の促進
　地域・家庭において、男女共同参画社会の理解と意識づくりのため、理念や内容の普及と啓発に努めます。
また、男女平等・男女共同参画の意識づくりの促進とともに、固定的な性別役割分担意識に基づく社会慣行の
見直しを推進します。
Ａ．幸せな家庭づくりの啓蒙
　市広報や情報紙「フィフティだより」など、あらゆる機会、媒体を活用し、幸せな家庭のあり方について、
分かりやすい広報と意識啓発を行います。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

10 情報紙「フィフティだよ
り」の発行（再掲） 拡充 年3回 年4回

回数を増やすことにより、
男女共同参画に対する意識
づけを強化する。

人権推進課
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重点課題（1）　相手を尊重し、思いやる心づくり

Ｂ．地域における協力体制の拡充
　近隣との良好な関係を築き、地域ぐるみによるあたたかい家庭を築くため、セミナーの開催や住民人権学習
会、市広報や情報誌「フィフティだより」など、あらゆる機会、媒体を活用し、広報と意識啓発を行います。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

７ 男女共同参画セミナー・講
演会の開催（再掲） 拡充 年5回 年6回

ニーズに合わせた多様なセ
ミナー等を開催することに
より、より多くの市民に男
女共同参画を浸透させる。

人権推進課

③　暴力などの防止と支援促進
　　～「篠山市配偶者等からの暴力対策基本計画」～
　配偶者等からの暴力を防止するため、DVが人権侵害であるという認識や意識啓発、関連機関と連携を図り
ながら、被害者支援体制の充実を図ります。
Ａ．被害者の安全確保と関連機関との連携の強化
　兵庫県や関係機関との連携や協力体制の強化に努め、DV等の早期発見による早期対応、被害者の一時保護
や安全確保を速やかに行います。
Ｂ．被害者の自立までの支援
　DV等の被害者が自立して安定した生活を営めるよう、経済的な自立に向けた情報提供や就労支援などの生
活の確立、心身回復に向けた支援を行います。
Ｃ．DV防止の啓発と相談窓口の充実
 セミナーの開催や住民人権学習会、広報紙への掲載など、あらゆる機会や媒体を通じて、DVについての知識
を周知し、DV防止のための意識づけを行います。
 また、被害者が安心して相談できる相談体制の充実と、適切な支援を行えるよう各相談窓口や関係機関との
連携を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

12 女性問題相談業務 継続
月～
金の
随時

月～金の随時

相談員への研修等を通じて
相談員のさらなる資質向上
を図る。また相談窓口や関
連機関との連携強化をめざ
す。

人権推進課

13 健康相談業務 継続
月～
金の
随時

月～金の随時

一般の健康相談に加えてＨ
22年度より「こころの健康
相談」窓口を開設している。
今後もさらにうつや自殺予
防に対する支援を強化する。

健康課

14 母子自立支援員による相
談業務 継続

月～
金の
随時

月～金の随時 相談体制については、現状
を継続する。 福祉総務課
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　女性と男性がともに、仕事や家庭生活などで、自ら望むライフスタイルに応じて仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス※7）を実現していくことは、家族とのきずなを深め、将来にわたって多様性に富んだ活力あ
る社会を創造していくために重要となってきます。
　特に、少子高齢化が進む中で、女性と男性がともに職業上の責任と子育てや介護および地域活動への参加な
どを両立させていくことは、個人の人生の充実と社会の活力の維持につながります。
　職場での育児・介護休業が取得しやすい条件整備と環境づくりや、長時間労働の是正、個人の価値観や望む
ライフスタイルに応じた就業形態を主体的に選択できる環境づくりなど、事業主と労働者の意識改革を促す必
要があります。
　また、子育てや介護支援のための各種サービスの提供や利用の促進を図ることも重要です。

現状と課題
　仕事と家庭生活のバランスについて、「平成23年市民意識調査」によると、男性の働き方、女性の働き方に
関係なく「仕事と家庭生活を両立させる」という回答が多くなっています。しかし、女性の働き方としては
「家庭優先」、男性の働き方としては「仕事優先」を支持する回答も多く、固定的性別役割分担意識をベースに、
仕事と家庭の両立の意識が形成されていることがうかがえます。（図11、12）また、男性の働き方については、
若い年代ほど「両立させる」という回答が多い傾向にあります。

重点課題（2） 仕事と家庭生活の両立

女性と男性が仕事や家庭生活などで、お互いが助け合いの精神で仲良く暮らして
いける家庭をめざすことは大変重要です。

※7　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
　性別・年齢を問わず、誰もが、仕事や家庭生活、地域活動など様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態であること。

　育児・介護休業法が改正され、仕事と子育てを両立できる制度が整いつつあり、育児・介護休業取得の希望
について、女性の74％、男性も半数が希望しています（図13－１）。実際は「制度があるかわからない」や「前
例がなく、取得しにくい」という理由から取得しづらいのが現状です（図13－２）。また、男性は「経済的に
苦しくなる」という答えが女性よりも多い傾向にあります。
　女性と男性がともにライフスタイルに応じた多様な働き方が選択できるように、事業主や労働者双方に育児・
介護休業制度の周知徹底や、仕事と家庭を両立して働き続けられる社会環境の整備を推進するとともに、意識
改革を図る必要があります。
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図11　望ましい女性のワーク・ライフ・バランス（年代別）

仕事のみに専念する

基本的に仕事を優先させる

仕事と家庭生活を両立させる

基本的に家庭生活を優先させる

家庭生活のみに専念する

その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

図12　望ましい男性のワーク・ライフ・バランス（年代別）
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重点課題（2）　仕事と家庭生活の両立

　家庭生活においては、近
年、特に若い世代で男性の
家事・育児等をすることに
対する抵抗感が少なくなり
（図14）、家族で分担し、協
力しあっている家庭が増え
ています。しかし、依然として、家事や子育て、介護の負担の大半を女性が担っているのが現状です。
　「男は仕事、女は家事・育児」といった固定的な性別役割分担意識について、年齢層があがるにつれ「賛成」
と回答した人が増える傾向にあり、高齢層を中心にいまだ固定的な性別役割分担意識が根強いことがわかりま
す。（図15－１、15－２）一方で、20歳代の男女が他の若年層に比べ、逆に肯定する人が増加しています。
　また、本来あるべき家事分担について、「役割
分担を決める」の割合が半数近くを占めますが
（図16）、実際の家事等の分担について、女性が
担っているという答えは８割となりました。「同
じくらいにしている」「役割分担を決める」は
それぞれ10％未満となっており（図17）、家事・
育児等を協力して行いたいものの、現実は女性
に多くの負担がかかっているという点が浮き彫
りとなりました。

図13-1　育児・介護休業取得の希望（女性）

取得したい
73.8％

わからない
22.8％

取得したくない
3.4％

図16　本来あるべき家事分担（全体）

すべて女性が
する　1％

おもに女性が
する　24％

おもに男性が
する　0％

どちらも同じ
くらいにする
17％

役割分担を
決める　52％

その他
　6％

すべて男性が
する　0％

図15-1　固定的性別役割分担意識について（女性年代別）
80代
70代
60代
50代
40代
30代
20代

賛成 どちらかといえば賛成 反対 どちらかといえば反対

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

図15-2　固定的性別役割分担意識について（男性年代別）
80代
70代
60代
50代
40代
30代
20代

賛成 どちらかといえば賛成 反対 どちらかといえば反対

0 20 40 60 80 100

図13-2　育児・介護休業取得の希望（男性）

取得したい
50.4％

わからない
39.2％

取得したくない
10.4％

図14　男性が家事をすることへの抵抗感（年代別）
80代
70代
60代
50代
40代
30代
20代

家事（食事の準備・片付け、そうじ、洗濯など）
介護（食事の世話やオムツ交換などを含む）
すべてに抵抗感はない

育児（ミルクの準備やオムツ交換などを含む）
その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

図17　家事等の分担（全体）
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している　27％

おもに女性が
している　53％

おもに男性が
している　1％
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役割分担を
決めている　9％

その他
　2％

すべて男性が
している　0％
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重点課題（2）　仕事と家庭生活の両立

　社会環境や経済状況の変化、家族形態が三世代同居から核家族に移行してきている中、家事・育児・介護等
の負担が女性に偏っていることで、それらに対するストレスや不安感、孤独感が増大しています。
　「結婚して良くなかったと思うこと」について、女性は「自由な時間が少なくなった」「家事・育児の負担が
多くなった」という回答が多くなっています。（図18）「結婚をして良かったと思うこと」について、男女とも「家
族ができた」「話し相手・支えてくれる人がいる」との回答が多いことからみても（図19）、男女がそれぞれ
多様な生き方・仕事や家庭生活をおくるためには、女性と男性がともに支えあい、協力して家事・育児・介護
等を担っていくことが重要となります。

　本市では、「元気なささっ子　愛　プラン（篠山市次世代育成支援対策推進後期行動計画）」を策定し、みん
なで子育てを支え合うまちづくりを進めていますが、その中でも「男女がともに子育てを担うこと」の推進を
基本目標のひとつに位置づけて取り組んでいます。
　また、介護については、「篠山市保健福祉総合計画」」に基づき、地域全体で介護を担う環境づくりを進めて
います。
　男性が家事をすることへの抵抗感について、男女とも一
番抵抗を感じているのは「介護」となっています。（図20）
しかし近年、男性が介護者となるケースも増えており、こ
れまで家事などに携わっていなかった男性が介護を担うに
あたり、様々な困難が考えられます。男性が介護にスムー
ズに参画できるよう、介護技術の指導などの支援はもとよ
り、介護の相談などの精神的な支援の充実も重要となって
きます。
　必要に応じた公的サービスを利用しながら、男女に関わ
りなく家族が主体となって子育てと介護を担っていけるよ
う、保育サービスや介護サービスなどの提供とともに、子育てや介護を地域で支えあうためのシステムづくり
と人材育成に取り組み、地域コミュニティ※8の活性化を促す必要があります。

※8　コミュニティ
　人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域、およびその人々の集団。生産・自治・風俗・習慣などで深い結びつきを持つ共同体。

図18　結婚をして良くなかったと思うこと（男女別）

女性

男性

自由な時間が少なくなった
性格が合わない
家事・育児の負担が多くなった
わずらわしくなった
その他

責任や負担が重くなった
友人と付き合いづらくなった
仕事がしにくくなった
経済的な負担が増えた
特にない

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

図20　男性が家事をすることへの抵抗感（男女別）

女性

男性

家事（食事の準備・片付け、そうじ、洗濯など）
育児（ミルクの準備やオムツ交換などを含む）
介護（食事の世話やオムツ交換などを含む）
その他
すべてに抵抗感はない

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

図19　結婚をして良かったと思うこと（男女別）

女性

男性

好きな人と一緒にいられる
話し相手・支えてくれる人がいる
責任感ができた
社会的な信用が得られた
特にない

家族ができた
精神的に安定した
仕事のモチベーションが上がった
その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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重点課題（2）　仕事と家庭生活の両立

施策の方向
①　両立のための意識づくりの推進
　女性と男性がともに仕事と家庭生活や地域生活との両立ができるよう、様々な機会や媒体を通じ、家庭と職
場における固定的な性別役割分担を見直し、ワーク・ライフ・バランスに対する意識を高め、男女共同参画の
意識づくりを促進します。

Ａ．個性の尊重・協力の意識づくりの啓発
　男女共同参画に関する講演会やセミナー等を通じて、固定的な性別役割分担の見直しや、ワーク・ライフ・
バランスの重要性の周知・啓発を進めます。
　また、フレックスタイム制※9や労働時間の短縮など、多様で柔軟な働き方に向けた意識啓発を行います。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

７ 男女共同参画セミナー・講
演会の開催（再掲） 拡充 年5回 年6回

ニーズに合わせた多様なセ
ミナー等を開催することに
より、より多くの市民に男
女共同参画を浸透させる。

人権推進課

Ｂ．男性にとっての男女共同参画の推進
　男女共同参画社会の実現のためには、女性と男性が問題意識を共有し、ともに課題に取り組む必要がありま
す。固定的な性別役割分担意識が男性の生き方の幅を狭めていることなど、男性問題についての広報や啓発活
動を行います。また、男性が家庭生活に関する技術などを習得できる機会の提供や、家庭生活の担い手として
の意識づくりを進めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

１５ 男性のための男女共同
参画セミナーの開催 継続

男女共同参
画セミナー
年6回の内
1～2回

男女共同参画セ
ミナー年６回の
内１～２回

男性にとっての男女共同参
画への理解や家庭生活等へ
の参画に向けた意識づくり
と学習機会の充実を図る。

人権推進課

１６ ヘルシークッキング
教室の開催 継続 年12回 年12回

中高年の男性を対象に、食
に対する基本的な知識と簡
単な自炊の仕方を身につけ、
健康に対しての知識・関心
を高めることで「食」の自
立と元気な高齢者を目指す。

健康課

※9　フレックスタイム制
　１カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度。
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重点課題（2）　仕事と家庭生活の両立

②　両立のための環境づくりの強化
　一人ひとりが安心して家庭生活を営みながら、希望に応じた働き方ができ、仕事と家庭の両立ができる環境
づくりのため、“育児・介護休業制度” の利用促進や子育て・介護サービスの充実、地域全体で子育てや介護
等を支援する体制の充実を図ります。

Ａ．理解ある職場における “育児・介護休業制度” の周知と利用促進
　事業主および労働者双方に対して、関係法令や制度について周知し、育児・介護休業の取得についての情報
の収集と提供を図ります。
　また、男性の育児・介護休業の取得について、取得しやすい雰囲気づくりの推進など、男性の取得拡大を図
ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

17
関連情報の市広
報やホームペー
ジ掲載

継続

年間アクセス数
23,379件

月平均アクセス
数1,948件

市ＨＰアクセス
数：月2,000件

引き続き市広報、市ホームペー
ジに情報を掲載していく。
市ホームページのリニューアル
により利便性が向上し、アク
セス件数の増加することを見
込む。また情報の適宜更新に
よりアクセスの増加を図る。

企業振興課

Ｂ．多様な子育て・介護ニーズに対応したサービスの充実
　安心して子育てや介護ができるよう、各種保育・介護サービス・制度の周知に努め、公的サービスの利用の
促進と、子育て環境や介護環境の整備と充実に努めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

18

子育てふれあいセン
ター（父親子育て参
加啓発事業、子育て
学習講座開催回数）

継続 18回 20回

当センターでは、父親子育て参加啓
発事業や子育て学習講座並びに相
談事業を通して、夫婦がともに子育
ての知識や技術を習得し、お互いの
気持ちを理解し合いながら、子育て
への理解と教育力の向上に寄与す
るような事業を重点事業として位置
付け実施しています。

福祉総務課

19 新生児訪問指導 継続 100％ 100％
訪問時にエジンバラうつ質問票を
実施し、産後うつの早期発見と早
期支援を行う。

健康課

20 子育て相談日の開設 継続 24回 24回
保健師、栄養士による相談に加え、
必要時に歯科衛生士による歯科相談
を実施し、総合的な育児相談を行う。

健康課

21 すこやか相談 継続 12回 12回 Ｈ23年度より4．5歳児の全保護者を
対象とした「5歳児質問票」を実施
している。幼稚園、保育園の巡回相
談事業との連携をはかり、親支援を
強化し、より充実した発達支援を行う。

健康課

22 発達相談 継続 12回 12回 健康課
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重点課題（2）　仕事と家庭生活の両立

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

23 すくすく相談 継続 4回 4回 保育園・幼稚園でちらし配布を行
うなど、周知方法の工夫を行う。 健康課

24 延長保育 継続 市内2箇所 市内2箇所 通常保育時間（11時間）前・後に
延長して保育を行う。 こども未来課

25 学童保育 継続 市内7箇所 市内7箇所
待機児童の解消を図るとともに指
導員の研修等により指導力の向上
を図る。

こども未来課

26 病児保育 新規 ― 市内1箇所 病気時及び病気回復期の乳幼児の
保育を行う。 こども未来課

27 障害児保育 継続 全園実施 全園実施
障がいのある子どもの地域生活を
支援するため、集団保育を通じて
発達の促進を図る。

こども未来課

28 派遣カウンセラー事
業 拡充 856時間 720時間

問題行動の未然防止や早期解決を
図るなど学校における教育相談体
制の充実に資する。

学校教育課

29 適応指導教室（ゆめ
ハウス）事業の充実 継続 カウンセラー

1人
カウンセラー

1人
支援体制の確立と子ども達の自立
を促す。 学校教育課

30 青少年育成相談事業 継続 週3回 週3回 毎週月曜日・火曜日・木曜日に実施 社会教育・文
化財課

31 母子自立支援員の設置 継続 1人 1人

母子家庭の相談については、母子
自立支援員及び児童福祉係で対応
している。相談件数は増加傾向で
はあるが、現在では急激な母子家
庭の増加は、見込めず母子自立支
援員は1人体制とした。今後状況
により増加も考えられる。

福祉総務課

32 地域包括支援セン
ターにおける職員数 継続 11人 ―

三職種（主任介護支援専門員・保
健師・社会福祉士）の配置について、
継続的な安定確保を行い専門職を
中心として支援体制を構築する。

地域包括支援
センター

33
地域包括支援セン
ターにおける高齢者
に関する相談

継続 月～金の
随時 月～金の随時

総合相談・支援の窓口となり、権
利擁護、支援困難事例については
基幹的機能を果たす市と連携を図
り問題解決に向けて取り組む。

地域包括支援
センター

34 見守り・虐待防止
ネットワークの充実 拡充 ― ―

関係機関とのネットワークを図り、予
防と早期発見に努め、フォーラム等
を開催し市民全体にも周知していく。

地域福祉課

35 地域福祉会議の開催 継続 全小学
校区 全小学校区

篠山市社会福祉協議会とも連携を図
り、地域で課題を見出し，情報交換
等を行い課題解決に向けて取り組む。

地域福祉課

36
介護予防サポーター
のボランティア登録
者数

拡充 57人 120人

介護予防サポーター養成講座修了
後、篠山市社会福祉協議会へのボ
ランティア登録をすすめ、地域の
サロンの立ち上げ等につながるよ
う、人材育成に努める。

健康課
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重点課題（2）　仕事と家庭生活の両立

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

37 居宅介護支援の年間
延べ利用者数 継続 9,292人 12,544人

平成23年度、第5期介護保険事業計
画策定（Ｈ24 ～Ｈ26）により、今
後の人口推計や、要介護認定者数の
推移からＨ33の利用者数を算出。

医療保険課

38 介護予防支援の年間
延べ利用者数 継続 4,499人 4,543人

平成23年度、第5期介護保険事業計
画策定（Ｈ24 ～Ｈ26）により、今
後の人口推計や、要介護認定者数の
推移からＨ33の利用者数を算出。

医療保険課

Ｃ．妊娠出産期等における母子保健の支援
　安心して妊娠・出産をむかえられるよう、妊産婦の保健指導等の母子健康サービスや相談体制の充実を図り
ます。
　また、女性と男性がともに協力しながら妊娠期を順調にすごし、安心して出産にのぞめるよう、妊娠・出産
に関する正しい知識の普及と啓発を行います。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

39 妊婦健診費用助成 継続 100％ 100％ 助成額を満額使っていただけるよ
う助成券の券種の工夫等を行う。 健康課

40 パパママ教室参加者の
男性割合 拡充 9％ 20％ 男性（父親）の参加を増やすために

Ｈ23年度より土曜日開催している。 健康課

Ｄ．地域の保育ボランティアの養成とネットワークづくり
　「元気なささっ子　愛　プラン」の推進に努め、家庭や地域住民、ボランティアなどが連携し、地域で子育
てを担いあう環境づくりに努めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

41 保育ボランティアの養成 継続 2団体 ボランティア
団体数　3団体

社会福祉協議会の事業であるボラ
ンティア団体の育成事業に市が補
助している。現状では2団体がボ
ランティア登録されているが、よ
り子育て支援が実施できるようボ
ランティア団体の育成を推進す
る。

福祉総務課

42 ファミリーサポートセ
ンター事業の会員数 継続 284件 300件

子育て支援の多様なニーズに対応
し、さらに仕事と家庭の両立支援
が図れるよう地域の子育て支援の
重要な拠点として、今後とも積極
的な運営が必要である。

福祉総務課
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第4章

基本目標2　女性と男性がともに担う「幸せな地域づくり・働く場づくり」

　地域の運営は、男女を問わず、多くの人々によって支えられています。市民一人ひとりが、その個
性と能力を十分に発揮し、いきいきと、安心して暮らしていける地域をつくるためには、地域づくり
の活動に男女がともに参加していくだけでなく、地域づくりの方針や方向性を決定する過程に、男女
がともに参画することが必要です。
　また、働きたい人が性別にとらわれることなく、その能力が発揮できる社会づくりをおこなうこと
で、多様な人材の確保につながり、地域経済の活性化へとつながります。そのため、男女がともに働
きやすい職場環境づくりを進めることも重要です。



重点課題（1） 女性と男性がともに参画する地域づくり

女性と男性がともにあらゆる場において対等で参画できる地域づくりをめざし
ます。

　豊かで充実した生活を送るためには、女性・男性がともに協力しあいながら安心して暮らせる住みよい地域
づくりを進めていくことが重要です。しかし、地域住民のライフスタイルや価値観の多様化などを背景に、地
域住民のつながりが希薄化し、さらに少子高齢化や過疎化の進展から、地域の活力の低下が懸念されています。
また、地域コミュニティのつながりが弱くなるにつれ、安心・安全の維持確保などの面で不安や支障も出てい
ます。
　性別や年齢などにかかわらず、多くの市民が地域活動に参加・参画し、活力ある地域社会を形成していくた
め、地域の男女共同参画を実現していく必要があります。

現状と課題
　近年、本市においても女性が自治会長を務める自治会や、
自治会役員について女性が参画しやすいような取り決めをさ
れるところも出てきていますが、まだまだ女性の割合が低い
のが現状です。
　平成23年市民意識調査」では、地域における男女の平等感
について、「どちらかというと男性優遇も含め、「男性が優遇
されている」と答える割合が高く、多くの人が地域における
男女の不平等を感じていることがうかがえます。（図21－１、
21－２）地域における男女不平等の原因について、「役員の
ほとんどが男性」「役員が男性で固定化している」という声が
男女とも多く（図22）、それを改善していくためには、「女性
が積極的に参加しやすい社会風土をつくる」「家族の理解と協
力」と、家族や社会における意識の改善を望む一方、「女性自身が積極的に会議や行事に参加する」といった
女性自身の意識改革を訴える声も多くあります（図23）。自治会運営などにおける責任が男性に偏っているこ
とが、男性の負担を大きくしています。少子高齢化が進む中、地域づくりの責任と負担、そしてやりがいを男
女がともに担うため、これまでの男性優遇の慣習やしきたりを見直し、女性が地域の方針決定に参画できる環
境を整えるとともに、女性自身の参画への意欲を促す取り組みが必要です。
　本市では、自治会で開催する住民人権学習会や人権についての学習機会の提供に取り組み、家庭や地域にお
ける意識改革を促しており、今後も、多種多様な学習機会を提供し、社会全体の男女平等・男女共同参画を実
現していく必要があります。
　また、災害時は、地域防災を考える上で、男性だけでなく女性の視点は不可欠です。豊富な知識と経験を有
する女性の積極的な参画を促進することは、安心・安全のまちづくりを進める上で極めて重要となります。

図21-1　地域における男女の関係（女性）
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されている
15.5％

女性が優遇
されている 0.3％

わからない
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どちらかというと
女性が優遇
されている 3.4％

平等 23.0％

図21-2　地域における男女の関係（男性）
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図22　地域における男女不平等の原因（男女別）

女性

男性

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

地域（自治会など）の作業に女性がでると不参加料が必要
役員選挙に女性が立候補しにくい、また選ばれにくい
地域の祭礼などの行事に女性の参加に制限があったり、男性と差がある
役員のほとんどが男性
会議などでの座席が、男性は上座、女性は下座と決まっている
地域行事などで、男性は企画や運営の先導役、女性は接待や飲食の準備などの裏方役と、役割分担が固定化
会議などで女性が意見を言いにくかったり、意見を取り上げてもらいにくい
その他
男女不平等はない
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重点課題（1） 女性と男性がともに参画する地域づくり

施策の方向
①　地域活動における意識啓発の推進
　地域活動などへ男女共同参画を促進していくために、女性・男性がともに地域活動に参画することへの理解
と意識の啓発、また、男女共同参画に対する啓発活動や学習の機会を提供していきます。
　さらに、地域における国際理解を深めるため、交流や学習の機会を通じて、多文化共生・男女共同参画への
意識づくりを推進します。

Ａ．住民学習・生涯学習による啓発
　男女共同参画セミナーの実施や公民館の各種講座との連携など、様々な学習の場を通じ、男女共同参画意識
を高める学習の機会の提供を図ります。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

7 男女共同参画セミナー・講
演会の開催（再掲） 拡充 年5回 年6回

ニーズに合わせた多様なセ
ミナー等を開催することに
より、より多くの市民に男
女共同参画を浸透させる。

人権推進課

43 住民人権学習への支援 継続 年2回 年2回
住民学習の自主テーマに男女
共同参画の内容を取り入れて
もらえるように働きかける。

人権推進課

44 高齢者大学における人権
講座の開講 継続 年1回 年1回 人権に関して、魅力ある講

座を開講 中央公民館

図23　男女不平等を改善していく方法（全体）
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重点課題（1） 女性と男性がともに参画する地域づくり

Ｂ．国際理解の推進
　地域に住む外国人との相互理解と国際理解を深めるとともに、国際的視野にたった男女共同参画の意識啓発
を進めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

45
市内在住外国人相談事業
（ＮＰＯ法人篠山国際理解
センター委託）

継続 随時 随時
互いに認め合える国際市民
の育成を目指した支援を推
進していく。

学校教育課

②　地域活動への女性参画の促進
　自治会の活動や地域づくりの場に女性の意見を反映させ、男女共同参画によるより良い地域社会を形成でき
るよう、女性が主体的に関わることのできる環境づくりを促進します。

Ａ．地域防災における女性の参画の促進
　地域防災の方針決定やしくみを検討する場へ女性が参画を促進し、男女双方が防災分野の活動を担う環境づ
くりを進めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

46 自主防災組織役員におけ
る女性割合 拡充 ― 30％

女性ならではの感性を活か
すため、自主防災組織の役
員に積極的に女性を登用し
ていく。

市民安全課
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※10　生と生殖に関する健康／権利（リプロダクティブ／ヘルス・ライツ）
　いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなど、生涯を
通じての生と生殖に関する健康について、個人、特に女性の自己決定権を保障する考え方。
※11　性差医療
　同じ病気でも男女で症状や治療方法、効果に違いがあることが分かってきたため、男女の体の違いに注目して行う医療。これまでは、産科や
婦人科をのぞいて、男女を同じものとしてとらえ、男性を治療の基準として発展してきた。

　健康でいきいきと仕事を続けるためには、性別にかかわらずその能力と個性を十分に発揮できる職場環境が
必要です。そのためには、職場での不合理な性別役割分担を見直し、性別によって昇進や賃金などに格差が生
じることがないよう、男女の均等な機会と待遇が確保され、個人の能力が公正に評価されることが求められま
す。
　働く場における男女共同参画について、事業主と労働者双方の意識改革を促す必要があります。

現状と課題
　職場における男女格差について約４割が「男女格
差はない」と答えており、職場における男女の均等
な機会と待遇の確保は徐々に実現されつつあります
（図24）。しかし、男性は「仕事内容」で、女性は「給
料・賃金」「仕事内容」で男女格差があるという回答
も多くあります。職場における男女格差の原因につ
いて、「性別によって役割が違うという意識」が最も
多く、次いで「性別によって能力が違うという意識」
という固定的性別役割分担意識を原因とした回答が多くありま
す（図25）。
　現在の働き方について、20歳代女性については常勤の勤め人
が６割程度占めていますが、30歳代で就業率が低下すると同時
に常勤の勤め人の割合が低くなり、それ以後は非常勤の勤め人
の割合が高い状態が続きます。これは30歳前後で子育てのため
一度仕事を離れた後、再び就業した際、パート等非常勤の職種
を選択する人が多いためと推測されます（図26・27）。
　女性と男性がライフスタイルに応じた多様な働き方
が選択できるように、仕事と家庭のバランスがとれた、
働き続けやすい環境の整備とともに、働く場における
男女の均等な機会と待遇の確保が必要となります。働
く場における男女共同参画について、事業主と労働者
双方の法制度の周知と遵守の啓発や意識改革が不可欠
です。
　また、いきいきと豊かで安心して暮らすためには、
男女ともにそれぞれの性と健康の問題について理解
し、自らの心身の管理ができるよう、生涯を通じた健
康支援を行うことが重要です。特に、女性には妊娠・
出産のための機能が身体に備わっているため、生涯にわたって男性とは異なる健康上の問題に直面します。性
と生殖に関する健康／権利（リプロダクティブ／ヘルス・ライツ）※10の視点も含め、女性特有の健康問題や
身体的な機能について、女性だけでなく男性の正しい理解を促すとともに、性差医療※11を含めた女性・男性

重点課題（2） 働く職場における男女共同参画の推進

職場での性別役割分担を見直し、均等な機会と待遇が確保され、男女がともに
働き続けられる環境の整備を推進します。

図26　就業の割合（女性年代別）
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図25　職場における男女格差の原因（全体）
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図24　職場における男女格差（男女別）
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重点課題（2）　働く職場における男女共同参画の推進

それぞれが健康に関する正しい知識や認識の普及と啓発を図ります。
　本市では、「篠山市保健福祉総合計画」に基づき、生活習慣の改善や、健康教育・健康相談、健康診査の実施など、
生涯を通じた市民の健康づくりを推進しています。今後も、更年期や不妊の悩みなどの女性特有の心身の悩み
を気軽に相談できる環境の整備など、生涯を通じた女性の健康づくりへの一層の支援が望まれます。特に、妊
娠・出産期は女性の健康にとって、大きな節目であり、妊娠・出産の安全性や快適さを確保することが重要です。
　さらに、男性では「自分が我慢していれば」など悩みを誰にも相談せず抱え込みやすい傾向にあり、精神面
で孤立しやすい男性の相談・自殺予防なども含め、こころの健康づくりについて取り組みを推進が必要です。

施策の方向
①　男女の均等な機会と待遇の確保
　働く場における均等な機会と待遇の改善を確保のため、性別による格差や固定的な役割分担を見直し、職場
における男女の均等な機会と待遇の確保を図るとともに、事業主の自主的な取り組みの支援に努めます。
Ａ．各種労働関係の法律や制度の周知と趣旨の啓発
　男女雇用機会均等法をはじめとする労働に関する各種法律や制度について、広報紙や情報紙など様々な媒体
を通じて周知を図るとともに、商工会・農協などの関係機関と連携し、事業主および労働者双方に対して情報
提供します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

17

関連情報の市
広報やホーム
ペ ー ジ 掲 載
（再掲）

継続

年間アクセス
数　23,379件
月平均アクセ
ス数　1,948件

市ＨＰアクセ
ス数：月2,000
件

引き続き市広報、市ホームページ
に情報を掲載していく。
市ホームページのリニューアルに
より利便性が向上し、アクセス件
数の増加することを見込む。また
情報の適宜更新によりアクセスの
増加を図る。

企業振興課

Ｂ．職場における性別役割分担意識解消への啓発
　働く場における固定的な性別役割分担意識の解消と、男女共同参画について正しい理解と重要性が浸透する
ように、また、あらゆる機会や手段を活用して啓発に努めます。また、職場研修への情報提供など、事業主の
自主的な取り組みへの支援に努めます。

図27　職業の種類（女性年代別）
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重点課題（2）　働く職場における男女共同参画の推進

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

17

関連情報の市
広報やホーム
ペ ー ジ 掲 載
（再掲）

継続

年間アクセス
数　23,379件
月平均アクセ
ス数　1,948件

市ＨＰアクセ
ス数：月2,000
件

引き続き市広報、市ホームページに
情報を掲載していく。
市ホームページのリニューアルにより
利便性が向上し、アクセス件数の増
加することを見込む。また情報の適
宜更新によりアクセスの増加を図る。

企業振興課

Ｃ．労働相談窓口の啓発
　関連機関と連携を図り、職場における労働条件や労働環境などに関する労働相談窓口の啓発を図ります。

取り組み事業 区分 現　状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

47 相談窓口の啓
発 継続

年間アクセス
数　23,379件
月平均アクセ
ス数　1,948件

市ＨＰアクセ
ス数：月2,000
件

引き続き市広報、市ホームページに
情報を掲載していく。
市ホームページのリニューアルにより
利便性が向上し、アクセス件数の増
加することを見込む。また情報の適
宜更新によりアクセスの増加を図る。

企業振興課

②　就労男女の健康保持の支援
　女性と男性が互いの身体の特徴を十分に理解し、いきいきと健康に働き続けることができる環境の整備に努
めます。女性が働きながら安心して妊娠・出産・子育てができるよう職場の母性保護・母性健康管理の理念に
ついて普及と啓発を推進します。
Ａ．就労男女の健康管理の促進
　女性と男性がともにそれぞれの性と健康の問題について理解し、自らの心身の管理ができるよう、あらゆる
機会を通じて、健康に関する正しい知識や認識の普及と啓発を図ります。特に、女性の性についての特性に配
慮し、就労女性の心身の健康支援を図るとともに、事業主および労働者双方に対して、健康管理の意識の普及
と啓発を推進します。また、男性では悩みを誰にも相談せず抱え込みやすい傾向にあり、精神面で孤立しやす
い男性の相談・自殺予防なども含め、こころの健康づくりについて取り組みを推進します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

48 特定検診の女性
受診率の向上 拡充 44.8％ 54％ レディス健診受診時に特定健診の

受診勧奨を行う。 健康課

Ｂ．母性健康管理措置の周知と実施の徹底
　事業主および労働者双方に対して、あらゆる機会を通じ、母性健康管理措置※12の周知と実施に向けての啓
発に努め、就労女性の母性の保護を確保します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

49
関連情報の市
広報やホーム
ページ掲載

継続 随時 随時
広報委員を中心として市広報によ
るこまめな情報提供とＨＰ掲載内
容の充実を図る。

健康課

※12　母性健康管理措置
　妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、指導・診査に基づく指導事項を守ることができる
ようにするための必要な措置。例）休憩時間の延長、危険作業の制限など。措置の実施は事業者の義務（男女雇用機会均等法）で、派遣
先にも適用される。（労働者派遣法）
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第5章

基本目標3　男女共同参画による「幸せなまちづくり」

　地域の運営は、男女を問わず、多くの人々によって支えられています。市民一人ひとりが、その個
性と能力を十分に発揮し、いきいきと、安心して暮らしていける地域をつくるためには、地域づくり
の活動に男女がともに参加していくだけでなく、地域づくりの方針や方向性を決定する過程に、男女
がともに参画することが必要です。
　住民自治や行政の分野を問わず、政策・方針決定の場に男女が対等に参画することが、住みよいま
ちをつくっていきます。



　男女が対等な立場で、政策・方針決定の過程に参画していくことは、民主主義の基本であるとともに、男女
共同参画社会の実現に必要なことです。
　しかし、さまざまな分野への女性の社会進出が進んでいるにもかかわらず、方針決定にかかわる場面におい
ては、男性に比べ、女性の参画が十分とはいえない現状が見られます。女性が参画することで、多様な考え方
が政策などに反映され、施策の充実につながります。
　そのため、女性自身の能力と参画への意欲をさらに高めていくことが重要であり、また、女性がその能力を
十分に発揮できる環境づくりを進める必要があります。

現状と課題
　本市では審議会などの委員の女性割合を
30％にするという目標をかかげ取り組んで
いますが、審議会などの委員の女性割合は
21.6％（平成23年４月１日現在）となってお
り、この10年間横ばい状態が続いています（図
28）。女性委員のいない審議会もあり、その
背景には選出母体や学識経験者に女性がいな
い、公募をするが女性の応募が少ない等の課
題があります。また、篠山市連合婦人会の解
散など、既存の女性団体が会員の高齢化や後
継者不足も課題で、登用促進の努力とあわせ
て女性の人材育成が必要です。
　政策・方針決定過程への女性の参画を促進
していくためには、女性自身が主体的に課題
に取り組み、解決を図っていく力をつけるな
ど、女性のエンパワメントが求められており、
様々な場において、学習機会の提供や研修内
容の充実を図り、人材育成に努めることが必
要です。
　また、本市における市職員459人（平成23
年４月１日現在）に占める女性職員の割合は
30.5％と低く（図29）、さらに管理職におけ
る女性職員の割合は12.9％となっており（図
30）、行政の政策・方針決定の場に女性が少
ないのが現状です。女性管理職を増やし、行
政の政策・方針決定の場へ女性が参画するこ
とは、男女共同参画の実現をめざす行政にとって、重要な課題のひとつです。平成16年度からは「係長昇任
試験」を実施し、人事の透明化と公正化を図っていますが、女性職員は昇進後の家庭と仕事の両立に対する不

重点課題（1） 市政への女性の参画の拡大

市政に女性の視点を反映するため、審議会等への女性の登用や市における女性
管理職の配置に取り組みます。

図29　職員の在籍状況
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図30　市管理職における女性の割合
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重点課題（1）　市政への女性の参画の拡大

安から昇任試験受験率が低い状況にあり、このため、監督職における女性の割合も年々減少傾向にあると考え
られます。職員の意識改革とともに、人材の育成や能力を発揮できる職場環境づくりが必要です。

施策の方向
①　市審議会などへの女性の登用促進と人材育成
　政策・方針決定の場への女性の参画を促進するため、審議会などへの女性の登用促進と人材育成に努めます。
市政に女性の視点を反映するため、女性委員がいない審議会等の解消に努めるとともに、市審議会などにおけ
る女性委員の登用率30％以上の確保をめざします。

Ａ．市審議会などの女性の登用促進
　女性委員がいない審議会の解消と女性委員の積極的な登用に努めます。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

50 各種審議会等への女性の
割合 拡充 21.6％ 30％以上

国の目標指数（Ｈ27年度
30％）をめざし、女性委員の
積極的な登用を働きかける。

人権推進課

Ｂ．市審議会などの委員選出方法の見直し
　市審議会などの委員の選出規定や選出方法の見直しを図ります。団体からの推薦については、団体の長に限
らず、審議会などの目的に照らし、適任者を推薦するなどの方法を推進します。
　また、「篠山市自治基本条例」の市民参画の理念からも、委員の公募が可能な審議会などについては、広く
公募を呼びかけ、女性の登用を促進します。

②　市管理職への女性の登用促進と人材育成
　男女の区別なく一人ひとりの能力と適性を踏まえた職場配置や管理職への登用、介護や子育てなどの家庭生
活と仕事の両立しやすい職場体制づくりを通じて、市役所が率先して職場の男女共同参画を実践できる環境づ
くりを行います。

Ａ．女性職員の業務リーダーや管理職などへのチャレンジに向けた意識の改革
　女性職員がそれぞれの能力を十分に発揮できるように、能力開発の機会を積極的に提供します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

51 女性職員のキャリア
アップ研修の実施 新規 ― 年1回

女性職員のキャリア支援の
ため、主査級以上の職員を
対象に順次派遣研修を実施
する。

職員課

52 市職員対象の男女共同参
画研修の開催（再掲） 継続 2年に

1回 2年に1回 職員人権研修（年1回実施）
の一つとして実施する。 職員課
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　少子高齢化が進む中、地域の活性化を図るには意欲と能力のある女性人材の活用が非常に重要になってきま
す。女性がその能力を最大限に発揮できるよう、情報提供や能力の育成・支援を行うことが必要です。特に、
農業や商工業などの自営業において、女性は大きな役割と労働を担っています。農業などに携わる女性の役割
と労働を評価することは、起業など、農業への女性の主体的な参画を促し、次代の篠山農業を担う人材の育成
と地域経済の活性化を考える上でも重要です。
　また、子育てや介護などで離職した女性の再就職をはじめとする各種チャレンジへの支援策が必要となりま
す。

現状と課題
　いろんな分野における女性の能力が生かされず埋もれているのが現状で、特に、第２次篠山市総合計画の基
本構想の中に「日本一の農業の都・丹波篠山をめざす」とあるように、食の安心・安全と篠山特有の自然を生
かした農業の振興が今後重要となってきており、その中において女性は実務の大きな役割と労働を担っていま
す。本市の農業の持続的な発展と地域経済の活性化のためには、生産から加工、販売までの様々な過程に女性
が主体的に参画し、農の分野における男女共同参画を実現することが不可欠です。しかし、就業と家庭での仕
事の分離があいまいなため心身の負担が大きいことや、その貢献への評価が十分でないとされています。農業
などに携わる女性の役割と労働を評価し、起業など、農業への女性の主体的な参画を促すことが、農業だけで
なく地域経済の活性化へのカギとなります。
　本市では、平成13年度に「篠山市アグリプラン21」を策定し、篠山農業の振興を通じて、女性人材の育成
と活用に取り組んできました。今後は、意欲ある女性や農業に関心のある女性のコミュニティづくりやネット
ワーク化を促進し、新規就農や農業を生かした起業などにつなげるとともに、専門技術に関する研修への参加
の促進など、女性の農業従事者のエンパワメントを一層支援する必要があります。
　チャレンジ支援とあわせ、就労を中断した女性の再就職を含めた社会復帰のための支援も重要となります。
女性の再就職に何が必要かという問いには、「保育所や学童保育など子育てしやすい環境」「再雇用制度」「育
児や介護のための短時間勤務制度やフレックスタイム制度」という回答が多くありました。女性が働きながら
安心して子育てできる環境を整備することが重要となります。（図31）

重点課題（2） 女性のチャレンジ支援の強化

女性の隠れた能力を発揮するためのチャレンジ支援、また結婚等によりいったん
離職した女性への再就職のチャレンジ支援を行います。

図31　女性の再就職に必要と思われる施策（全体）
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重点課題（2）　女性のチャレンジ支援の強化

施策の方向
①　農の分野における女性のチャレンジ支援
　意欲ある女性や農業に関心のある女性のコミュニティづくりやネットワーク化を促進し、新規就農や農業を
生かした起業などにつなげるとともに、専門技術に関する研修への参加の促進など、女性の農業従事者のエン
パワメントを促進することで、地域農業の活性化と農の分野における男女共同参画の実現を図ります。

Ａ．農の分野における男女共同参画の意識づくり
　女性が主体的に農業に携わり、男女が対等に農業・農村の担い手としてその個性と能力を発揮できるよう、
男女共同参画の意識を進めるとともに、その役割に見合う適正な評価を受けられるよう、家族経営協定※13の
普及や、講演会や研修会の開催、目標や手本にできる事例（ロールモデル）の提示など、あらゆる機会を通じ
て啓発を行います。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

53 農業振興大会時女性によ
る事例発表 継続 年1回 年1回 継続的に実施し、女性の取組

みの優良事例等を啓発する。 農都創造課

Ｂ．農を生かした女性のチャレンジ支援および人材の発掘と育成
　農業に携わる女性のエンパワメントを図り、女性が主体的に農業経営に参画できるよう既存の各種農業研修
への女性の参加を促進するとともに、就農や起業などをめざす女性を対象としたチャレンジ支援セミナーを開
催するなど、人材の発掘と育成を推進します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

54 農業研修の女性の参加者
割合 拡充 25％ 35％

ＪＡ・普及センターと連携
を図り、研修内容の精査を
行い、参加者の増加を図る。

農都創造課
（ＪＡ丹波ささやま）
（農業改良普及センター）

55
就農や農業経営への参画、起
業などをめざす女性のための
チャレンジ支援セミナーの開催

新規 ― 年1回 社会情勢に応じ、セミナー
による支援を行う。 人権推進課

Ｃ．農の分野における女性のコミュニティづくりの促進
　セミナー参加者の交流や情報交換、農村女性組織連絡会の活動などを通じて、農業やそれに関連する産業に
携わる女性のコミュニティづくりを促進します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

56 農村女性組織連絡会とセ
ミナー開催 拡充 年8回 年9回

情報交換の場として連絡会
の開催と農産物加工セミ
ナーなど実践的な講習会を
実施する。

農都創造課

※13　家族経営協定
　家族経営が中心の日本の農業において、経営上の家族一人ひとりの役割と責任を明確にし、それぞれの意欲と能力が発揮できる環境づくりの
ため、農業経営を担う世帯間のルールを文書にして取り決めたもの。
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重点課題（2）　女性のチャレンジ支援の強化

②　起業・再就職する女性への支援
　結婚や出産、子育てや介護などで就業を中断し、再就職や起業、在宅ワークなどにチャレンジしたいと考え
ている女性への再チャレンジを支援するとともに、女性の持つネットワークやノウハウ※14を生かしたコミュ
ニティ・ビジネス※15など、女性による起業を支援します。
Ａ．起業や再就職のための情報の提供
　国や県が実施している資金融資制度や再就職支援制度など、各種支援制度に関する情報を収集し提供します。
また、関係機関が実施する起業家セミナーや交流会、就職説明会などの情報を提供します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

57

各 種 支 援 制
度・セミナー・
就職説明会な
どに関する情
報提供

継続

年間アクセス数
23,379件
月平均アクセス
数 1,948件

市ＨＰアクセス
数：月2,000件

引き続き市広報、市ホームページ
に情報を掲載していく。
市ホームページのリニューアルに
より利便性が向上し、アクセス件
数の増加することを見込む。また
情報の適宜更新によりアクセスの
増加を図る。

人権推進課
企業振興課

Ｂ．起業や再就職のための環境づくり
　フレックスタイム※16やワークシェアリング※17、在宅就労、労働時間の短縮など、多様な働き方に向けた意
識啓発を行うとともに、仕事と家庭生活の両立ができる環境づくりを支援します。

取り組み事業 区分 現状 Ｈ33年度目標値 方向性・改善点 担当課

58

仕事と家庭生
活の両立を支
援する制度な
どに関する情
報提供

継続

年間アクセス数
２３，３７９件
月平均アクセス
数 １，９４８件

市ＨＰアクセス
数：月２，０００件

引き続き市広報、市ホームページ
に情報を掲載していく。
市ホームページのリニューアルに
より利便性が向上し、アクセス件
数の増加することを見込む。また
情報の適宜更新によりアクセスの
増加を図る。

企業振興課

※14　ノウハウ
　専門的な技術や情報、経験。また、それらの蓄積のこと。
※15　コミュニティ・ビジネス
　高齢者・子育て支援や商店街の活性化など、地域の抱える様々なニーズや課題の解決を目的としたビジネス。経済活動だけでなく、地域貢献
や働く人の生きがいづくりにつながると期待されている。
※16　フレックスタイム　1日の労働時間は一定とするが、出社・退社時間を各自の裁量にゆだねる勤務制度。
※17　ワークシェアリング　労働時間の短縮などにより、より多くの人で仕事の総量を分け合うこと。
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平成23年４月１日
要綱第12号

（趣旨）
第１ 条　この要綱は、男女共同参画社会の実現をめざし総
合的かつ効果的な推進を図るため、篠山市男女共同参
画プラン策定委員会（以下「委員会」という。）の設
置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）
第２ 条　委員会は、次に掲げる事項について協議する。
　（１）男女共同参画プランの策定に関すること。
　（２） 男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。
　（３）その他市長が必要と認める事項に関すること。

（組織）
第３条　委員会は、委員20人以内で組織する。
　２ 　委員会に、専門の事項を調査審議するため必要性が
あるときは、専門委員若干名を置くことができる。

（委員）
第４ 条　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し
又は任命する。

　（１）　学識経験のある者
　（２）　市民
　（３）　関係行政機関の職員
　（４）　その他市長が適当と認める者

（公募委員の選定）
第５ 条　公募による委員を選考するため、庁内に男女共同
参画プラン策定委員会公募委員選定委員会を設置す
る。

（委員の任期）
第６ 条　委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定の
日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

（会長及び副会長）
第７条　委員会に、会長及び副会長を置く。
　２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
　３　会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
　４ 　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、ま
たは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

　５ 　会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会
長の指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）
第８条　委員会は、会長が招集する。
　２　会長は、会議の議長となる。
　３ 　会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることが
できる。

（庶務）
第９ 条　この委員会の庶務は、市民生活部人権推進課にお
いて処理する。

（補則）
第10 条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に

関して必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
（施行期日）
　１　この要綱は、平成23年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）
　２ 　この要綱は、男女共同参画プラン策定の日限り、そ
の効力を失う。

１． 篠山市男女共同参画プラン策定
委員会設置要綱

２．男女共同参画社会基本法
平成11年６月23日法律第78号

目次
前文
第１章　総則（第１条―第12条）
第２章　 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策（第13条―第20条）
第３章　男女共同参画会議（第21条―第28条）
附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の
平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、
国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて
きたが、なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が
国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女
が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別
にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが
できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい
る。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現
を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、
社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を
明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公
共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を
総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第１章　総則
（目的）
第１ 条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会
経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実
現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の
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形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団
体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項
を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合
的かつ計画的に推進することを目的とする。

（定義）
第２ 条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。
　１ 　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。

　２ 　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間
の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の
いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ
とをいう。

（男女の人権の尊重）
第３ 条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取
扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮す
る機会が確保されることその他の男女の人権が尊重さ
れることを旨として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４ 条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等
を反映して、男女の社会における活動の選択に対して
中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社
会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにか
んがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会にお
ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立
なものとするように配慮されなければならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）
第５ 条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政
策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同
して参画する機会が確保されることを旨として、行わ
れなければならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６ 条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族
の介護その他の家庭生活における活動について家族の
一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以
外の活動を行うことができるようにすることを旨とし
て、行われなければならない。

（国際的協調）
第７ 条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男
女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われな

ければならない。

（国の責務）
第８ 条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参画
社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）
を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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

（国民の責務）
第10 条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男
女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけれ
ばならない。

（法制上の措置等）
第11 条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

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

（年次報告等）
第12 条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

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

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

第２章　 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施
策

（男女共同参画基本計画）
第13 条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

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

　２ 　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。

　　　一 　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の大綱

　　　二 　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するために必要な事項

　３ 　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、
男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求
めなければならない。
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　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14 条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策についての基本的な計画（以
下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな
ければならない。

　２ 　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。

　　　一 　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講
ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策の大綱

　　　二 　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお
ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

　３ 　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女
共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について
の基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」と
いう。）を定めるように努めなければならない。

　４ 　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画
又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）
第15 条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び
実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に
配慮しなければならない。

（国民の理解を深めるための措置）
第16 条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措
置を講じなければならない。

（苦情の処理等）
第17 条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に
影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処
理のために必要な措置及び性別による差別的取扱い
その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因に
よって人権が侵害された場合における被害者の救済
を図るために必要な措置を講じなければならない。

（調査研究）
第18 条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他
の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策
定に必要な調査研究を推進するように努めるものと
する。

（国際的協調のための措置）
第19 条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報
の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際
的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置
を講ずるように努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第20 条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

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

第３章　男女共同参画会議
（設置）
第21 条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と

いう。）を置く。

（所掌事務）
第22 条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
　１ 　男女共同参画基本計画に関し、第13条第３項に規
定する事項を処理すること。

　２ 　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。

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

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

（組織）
第23 条　会議は、議長及び議員24人以内をもって組織す

る。

（議長）
第24 条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
　２　議長は、会務を総理する。

（議員）
第25条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
　　　一 　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣

総理大臣が指定する者
　　　二 　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有

する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
　２ 　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総
数の10分の５未満であってはならない。

　３ 　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の
議員の数は、同号に規定する議員の総数の10分の４
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未満であってはならない。
　４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）
第26 条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と
する。

　２ 　前条第１項第２号の議員は、再任されることができ
る。

（資料提出の要求等）
第27 条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監
視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見
の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ
る。

　２ 　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要が
あると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対
しても、必要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第28 条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政
令で定める。

附　則（平成11年６月23日法律第78号）抄
（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２ 条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。

附　則（平成11年７月16日法律第102号）抄
（施行期日）
第１ 条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。

（施行の日＝平成13年１月６日）
　　　一　略
　　　二 　附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、

第23条、第28条並びに第30条の規定　公布の日

（委員等の任期に関する経過措置）
第28 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30 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11年12月22日法律第160号）抄
（施行期日）
第１ 条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成
13年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　　（以下略）

（平成13年法律第31号）
最終改正：平成19年７月11日法律第113号
目次
前文
第１章　総則（第１条・第２条）
第１章 の２　基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の

２・第２条の３）
第２章 　配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条）
第３章　被害者の保護（第６条―第９条の２）
第４章　保護命令（第10条―第22条）
第５章　雑則（第23条―第28条）
第６章　罰則（第29条・第30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１章　総則
（定義）
第１ 条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配
偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻
撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。
以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及
ぼす言動（以下この項において「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

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
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力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻
が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった
者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むもの
とする。

　２ 　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴
力を受けた者をいう。

　３ 　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして
いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚した
と同様の事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第２ 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止
するとともに、被害者の自立を支援することを含め、
その適切な保護を図る責務を有する。

第１章の２　基本方針及び都道府県基本計画等
（基本方針）
第２ 条の２　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及
び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項において
「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針
（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基
本方針」という。）を定めなければならない。

　２ 　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条
第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基
本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

　　　一 　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する基本的な事項

　　　二 　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
めの施策の内容に関する事項

　　　三 　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する重要事項

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

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

（都道府県基本計画等）
第２ 条の３　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府
県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この
条において「都道府県基本計画」という。）を定めな
ければならない。

　２ 　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定
めるものとする。

　　　一 　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する基本的な方針

　　　二 　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
めの施策の実施内容に関する事項

　　　三 　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する重要事項

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

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

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

第２章　配偶者暴力相談支援センター等
（配偶者暴力相談支援センター）
第３ 条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所
その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴
力相談支援センターとしての機能を果たすようにする
ものとする。

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

　３ 　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行
うものとする。

　　　一 　被害者に関する各般の問題について、相談に応
ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関
を紹介すること。

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

　　　三 　被害者（被害者がその家族を同伴する場合に
あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、
第６号、第５条及び第８条の３において同じ。）
の緊急時における安全の確保及び一時保護を行う
こと。

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

　　　五 　第４章に定める保護命令の制度の利用につい
て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他
の援助を行うこと。

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

　４ 　前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、
又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して
行うものとする。

　５ 　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに
当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体と
の連携に努めるものとする。
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（婦人相談員による相談等）
第４ 条婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を

行うことができる。
（婦人保護施設における保護）
第５ 条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護

を行うことができる。

第３章　被害者の保護
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第６ 条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

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

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

　３ 　刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定
その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規
定により通報することを妨げるものと解釈してはなら
ない。

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

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明
等）
第７ 条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者
に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支
援センターが行う業務の内容について説明及び助言を
行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するも
のとする。

（警察官による被害の防止）
第８ 条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和29年法律第
162号）、警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）
その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被
害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発
生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。

（警察本部長等の援助）
第８ 条の２　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察

本部の所在地を包括する方面を除く方面については、
方面本部長。第15条第３項において同じ。）又は警察
署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶
者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を

受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めると
きは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、
国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害
を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの
暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を
行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）
第８ 条の３　社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定め
る福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」
という。）は、生活保護法（昭和25年法律第144号）、
児童福祉法（昭和22年法律第164号）、母子及び寡婦
福祉法（昭和39年法律第129号）その他の法令の定め
るところにより、被害者の自立を支援するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第９ 条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福
祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関
係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適
切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協
力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）
第９ 条の２　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員
の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた
ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるも
のとする。

第４章　保護命令
（保護命令）
第10 条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害
を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章
において同じ。）を受けた者に限る。以下この章にお
いて同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受
けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身
体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を
受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取
り消された場合にあっては、当該配偶者であった者
から引き続き受ける身体に対する暴力。第12条第１
項第２号において同じ。）により、配偶者からの生命
等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配
偶者から受ける身体に対する暴力（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
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であった者。
　　 　以下この条、同項第３号及び第４号並びに第18条
第１項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事
項を命ずるものとする。ただし、第２号に掲げる事項
については、申立ての時において被害者及び当該配偶
者が生活の本拠を共にする場合に限る。

　　　一 　命令の効力が生じた日から起算して６月間、被
害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として
いる住居を除く。以下この号において同じ。）そ
の他の場所において被害者の身辺につきまとい、
又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在す
る場所の付近をはいかいしてはならないこと。

　　　二 　命令の効力が生じた日から起算して２月間、被
害者と共に生活の本拠としている住居から退去す
ること及び当該住居の付近をはいかいしてはなら
ないこと。

　２ 　前項本文に規定する場合において、同項第１号の規
定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被
害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え
られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令
の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力
が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、
被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もして
はならないことを命ずるものとする。

　　　一　面会を要求すること。
　　　二 　その行動を監視していると思わせるような事項

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

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

　　　五 　緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から
午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ
装置を用いて送信し、又は電子メールを送信する
こと。

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

　　　七 　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得
る状態に置くこと。

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

　３ 　第１項本文に規定する場合において、被害者がその
成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第12
条第１項第３号において単に「子」という。）と同居
しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻す
と疑うに足りる言動を行っていることその他の事情が
あることから被害者がその同居している子に関して配
偶者と面会することを余儀なくされることを防止する
ため必要があると認めるときは、第１項第１号の規定
による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害
者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えら

れることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の
効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が
生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当
該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている
住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学
校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、
又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在
する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず
るものとする。ただし、当該子が15歳以上であると
きは、その同意がある場合に限る。

　４ 　第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
12条第１項第４号において「親族等」という。）の住
居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行ってい
ることその他の事情があることから被害者がその親族
等に関して配偶者と面会することを余儀なくされるこ
とを防止するため必要があると認めるときは、第１項
第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁
判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に
危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に
対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による
命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日
までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活
の本拠としている住居を除く。以下この項において同
じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につき
まとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通
常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと
を命ずるものとする。

　５ 　前項の申立ては、当該親族等（被害者の15歳未満
の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当
該親族等が15歳未満の者又は成年被後見人である場
合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に
限り、することができる。

（管轄裁判所）
第11 条　前条第１項の規定による命令の申立てに係る事

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

　２ 　前条第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12 条　第10条第１項から第４項までの規定による命令
（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げ
る事項を記載した書面でしなければならない。

　　　一 　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対
する脅迫を受けた状況

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

　　　三 　第10条第３項の規定による命令の申立てをす
る場合にあっては、被害者が当該同居している子
に関して配偶者と面会することを余儀なくされる
ことを防止するため当該命令を発する必要がある
と認めるに足りる申立ての時における事情

　　　四 　第10条第４項の規定による命令の申立てをす
る場合にあっては、被害者が当該親族等に関して
配偶者と面会することを余儀なくされることを防
止するため当該命令を発する必要があると認める
に足りる申立ての時における事情

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

　　　　イ 　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警
察職員の所属官署の名称

　　　　ロ 　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時
及び場所

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

の内容
　２ 　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、
申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事項
についての申立人の供述を記載した書面で公証人法
（明治41年法律第53号）第58条ノ２第１項の認証を受
けたものを添付しなければならない。

（迅速な裁判）
第13 条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい

ては、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）
第14 条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発する
ことができない。ただし、その期日を経ることによ
り保護命令の申立ての目的を達することができない
事情があるときは、この限りでない。

　２ 　申立書に第12条第１項第５号イからニまでに掲げ
る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者
暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、
申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状
況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書
面の提出を求めるものとする。この場合において、当
該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長
は、これに速やかに応ずるものとする。

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

る。

（保護命令の申立てについての決定等）
第15 条　保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ない
で決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

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

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

　４ 　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴
力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若
しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該
事実に係る第12条第１項第５号イからニまでに掲げ
る事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やか
に、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書
に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当
該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セン
ターが２以上ある場合にあっては、申立人がその職員
に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が
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16 条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。
　２ 　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ
ない。

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

　４ 　前項の規定により第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２項
から第４項までの規定による命令が発せられていると
きは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなけ
ればならない。

　５ 　前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立
てることができない。

　６ 　抗告裁判所が第10条第１項第１号の規定による命
令を取り消す場合において、同条第２項から第４項ま
での規定による命令が発せられているときは、抗告裁
判所は、当該命令をも取り消さなければならない。

　７ 　前条第４項の規定による通知がされている保護命令
について、第３項若しくは第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
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ターの長に通知するものとする。
　８ 　前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並び
に抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準
用する。

（保護命令の取消し）
第17 条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護
命令を取り消さなければならない。第10条第１項第
１号又は第２項から第４項までの規定による命令に
あっては同号の規定による命令が効力を生じた日か
ら起算して３月を経過した後において、同条第１項
第２号の規定による命令にあっては当該命令が効力
を生じた日から起算して２週間を経過した後におい
て、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判
所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないこ
とを確認したときも、同様とする。

　２ 　前条第６項の規定は、第10条第１項第１号の規定
による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命
令を取り消す場合について準用する。

　３ 　第15条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の
場合について準用する。

（第10条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て）
第18 条　第10条第１項第２号の規定による命令が発せら

れた後に当該発せられた命令の申立ての理由となっ
た身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一
の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の
申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生
活の本拠としている住居から転居しようとする被害
者がその責めに帰することのできない事由により当
該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して２
月を経過する日までに当該住居からの転居を完了す
ることができないことその他の同号の規定による命
令を再度発する必要があると認めるべき事情がある
ときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、
当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特
に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を
発しないことができる。

　２ 　前項の申立てをする場合における第12条の規定の
適用については、同条第１項各号列記以外の部分中「次
に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５
号に掲げる事項並びに第18条第１項本文の事情」と、
同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第
１号及び第２号に掲げる事項並びに第18条第１項本
文の事情」と、同条第２項中「同項第１号から第４号
までに掲げる事項」とあるのは「同項第１号及び第２
号に掲げる事項並びに第18条第１項本文の事情」と
する。

（事件の記録の閲覧等）
第19 条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関す
る事項の証明書の交付を請求することができる。た

だし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し
口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指
定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があ
るまでの間は、この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）
第20 条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄

区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務
を行うことができない場合には、法務大臣は、当該
法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する
法務事務官に第12条第２項（第18条第２の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせ
ることができる。

（民事訴訟法の準用）
第21 条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護

命令に関する手続に関しては、その性質に反しない
限り、民事訴訟法（平成８年法律第109号）の規定を
準用する。

（最高裁判所規則）
第22 条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関す

る手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め
る。

第５章　雑則
（職務関係者による配慮等）
第23 条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

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

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

（教育及び啓発）
第24 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発
に努めるものとする。

（調査研究の推進等）
第25 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

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

（民間の団体に対する援助）
第26 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

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

（都道府県及び市の支弁）
第27 条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しな

ければならない。
　　　一 　第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務

を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲
げる費用を除く。）

　　　二 　第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所
が行う一時保護（同条第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４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用

　　　四 　第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市
町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託
して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事
務に要する費用

　２ 　市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人
相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければなら
ない。

（国の負担及び補助）
第28 条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が

前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項
第１号及び第２号に掲げるものについては、その10
分の５を負担するものとする。

　２ 　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費
用の10分の５以内を補助することができる。

　　　一 　都道府県が前条第１項の規定により支弁した費
用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの

　　　二　市が前条第２項の規定により支弁した費用

第６章　罰則
第29 条　保護命令に違反した者は、１年以下の懲役又は

100万円以下の罰金に処する。
第30 条　第12条第１項（第18条第２項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべ
き事項について虚偽の記載のある申立書により保護
命令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処す
る。

附則〔抄〕
（施行期日）
第１ 条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過し

た日から施行する。ただし、第２章、第６条（配偶者
暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、
第９条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限
る。）、第27条及び第28条の規定は、平成14年４月１
日から施行する。

（経過措置）
第２ 条　平成14年３月31日までに婦人相談所に対し被害

者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、
又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害
者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第12
条第１項第４号並びに第14第２項及び第３項の規定
の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談
支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

（検討）
第３ 条　この法律の規定については、この法律の施行後３
年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検
討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ
られるものとする。

附則〔平成16年法律第64号〕

（施行期日）
第１ 条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過し
た日から施行する。

（経過措置）
第２ 条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律（次項において「旧法」という。）第10条の規定に
よる命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す
る事件については、なお従前の例による。

　２ 　旧法第10条第２号の規定による命令が発せられた
後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不
法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの
と同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
（以下「新法」という。）第10条第１項第２号の規定
による命令の申立て（この法律の施行後最初にされる
ものに限る。）があった場合における新法第18条第１
項の規定の適用については、同項中「２月」とあるの
は、「２週間」とする。

（検討）
第３ 条　新法の規定については、この法律の施行後三年を
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19年法律第113号〕〔抄〕

（施行期日）
第１ 条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過し
た日から施行する。

（経過措置）
第２ 条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律第10条の規定による命令の申立てに係る同条の規
定による命令に関する事件については、なお従前の例
による。
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　この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間
の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改
めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別は
容認することができないものであるとの原則を確認してい
ること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由で
あり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びに
すべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに
同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することがで
きることを宣明していることに留意し、人権に関する国際
規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的
及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保す
る義務を負っていることに留意し、国際連合及び専門機関
の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進する
ための国際条約を考慮し、更に、国際連合及び専門機関が
採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及
び勧告に留意し、しかしながら、これらの種々の文書にも
かかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在して
いることを憂慮し、女子に対する差別は、権利の平等の原
則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子
が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び
文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及
び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の
潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発する
ことを一層困難にするものであることを想起し、窮乏の状
況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓
練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最
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最大限に参加
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った女
子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の
養育における両親の役割に留意し、また、出産における女
子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には
男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であること
を認識し、社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子
の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に

必要であることを認識し、女子に対する差別の撤廃に関す
る宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのた
めに女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必
要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。

第１部
第１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ないかを問わない。）が男女の平
等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は
行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有する
ものをいう。

第２条
　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、
女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段に
より、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのた
め次のことを約束する。
　（ａ） 　男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法

令に組み入れられていない場合にはこれを定め、か
つ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他
の適当な手段により確保すること。

　（ｂ） 　女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法
その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をと
ること

　（ｃ） 　女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎と
して確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他
の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも
女子を効果的に保護することを確保すること。

　（ｄ） 　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も
差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従っ
て行動することを確保すること。

　（ｅ） 　個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤
廃するためのすべての適当な措置をとること。

　（ｆ） 　女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習
及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当
な措置（立法を含む。）をとること。

　（ｇ） 　女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定
を廃止すること。

第３条
　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済
的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を
基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有すること
を保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び
向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）
をとる。

第４条
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

４． 女子に対するあらゆる形態の差
別の撤廃に関する条約
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続けることとなってはならず、これらの措置は、機会及
び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければ
ならない。
２ 　締約国が母性を保護することを目的とする特別措置
（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別
と解してはならない。

第５条
　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
最初に考慮するものとする。

第６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２部
第７条
　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対
する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるもの
とし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を
確保する。
　（ａ） 　あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利

並びにすべての公選による機関に選挙される資格を
有する権利

　（ｂ） 　政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに
政府のすべての段階において公職に就き及びすべて
の公務を遂行する権利

　（ｃ） 　自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機
関及び非政府団体に参加する権利

第８条
　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活
動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でか
ついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置
をとる。

第９条
１ 　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に
対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外
国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に
妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に
強制することとならないことを確保する。
２ 　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等
の権利を与える。

第３部
第10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。
　（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

第11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
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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。

第12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（必要な場合
には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当
な栄養を確保する。

第13条
　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

第14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４部
第15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。

第16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） 　婚姻をする同一の権利
　（ｂ） 　自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意の

みにより婚姻をする同一の権利
　（ｃ） 　婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
　（ｄ） 　子に関する事項についての親（婚姻をしているか

いないかを問わない。）としての同一の権利及び責
任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。

　（ｅ） 　子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって
決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可
能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利

　（ｆ） 　子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類
する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の
権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は
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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、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻
の登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を
含む。）がとられなければならない。

第５部
第17条
１ 　この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、
女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」
という。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生
の時は18人の、35番目の締約国による批准又は加入の
後は23人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする
分野において十分な能力を有する専門家で構成する。委
員は、締約国の国民の中から締約国により選出するもの
とし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっ
ては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに
異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考
慮に入れる。
２ 　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の
中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民
の中から１人を指名することができる。
３ 　委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の
日の後６箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、
委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに、締
約国に対し、自国が指名する者の氏名を２箇月以内に提
出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された
者のアルファベット順による名簿（これらの者を指名し
た締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国
に送付する。
４ 　委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際
連合本部に招集される締約国の会合において行う。この
会合は、締約国の３分の２をもって定足数とする。この
会合においては、出席し、かつ投票する締約国の代表に
よって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得
た指名された者をもって委員会に選出された委員とす
る。
５ 　委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、
最初の選挙において選出された委員のうち９人の委員の
任期は、２年で終了するものとし、これらの９人の委員
は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ
引で選ばれる。
６ 　委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35番目の批
准又は加入の後、２から４までの規定に従って行う。こ
の時に選出された追加的な委員のうち２人の委員の任期
は、２年で終了するものとし、これらの２人の委員は、
委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。
７ 　締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務
を遂行することができなくなった場合には、その空席を
補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中か

ら他の専門家を任命する。
８ 　委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要
性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、
国際連合の財源から報酬を受ける。
９ 　国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務
を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供す
る。

第18条
１ 　締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとっ
た立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措
置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会によ
る検討のため、国際連合事務総長に提出することを約束
する。
　（ａ） 　当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時か

ら１年以内
　（ｂ） 　その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要

請するとき。
２ 　報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響
を及ぼす要因及び障害を記載することができる。

第19条
１　委員会は、手続規則を採択する。
２　委員会は、役員を２年の任期で選出する。

第20条
１ 　委員会は、第18条の規定により提出される報告を検
討するために原則として毎年２週間を超えない期間会合
する。
２ 　委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員
会が決定する他の適当な場所において開催する。

第21条
１ 　委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎
年国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から
得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格
を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一
般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合
にはその意見とともに、委員会の報告に記載する。
２ 　国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、
婦人の地位委員会に送付する。

第22条
　専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの
条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利
を有する。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内
にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出す
るよう要請することができる。

第６部
第23条
　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定で
あって男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼ
すものではない。
　（ａ）　締約国の法令
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　（ｂ） 　締約国について効力を有する他の国際条約又は国
際協定

第24条
　締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な
実現を達成するためのすべての必要な措置をとることを約
束する。

第25条
１ 　この条約は、すべての国による署名のために開放して
おく。
２ 　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定さ
れる。
３ 　この条約は、批准されなければならない。批准書は、
国際連合事務総長に寄託する。
４ 　この条約は、すべての国による加入のために開放して
おく。加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託するこ
とによって行う。

第26条
１ 　いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面に
よる通告により、いつでもこの条約の改正を要請するこ
とができる。
２ 　国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があ
るときは、その措置を決定する。

第27条
１ 　この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合
事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ず
る。
２ 　この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託され
た後に批准し又は加入する国については、その批准書又
は加入書が寄託された日の後30日目の日に効力を生ず
る。

第28条
１ 　国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留
保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。
２ 　この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認めら
れない。
３ 　留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつで
も撤回することができるものとし、同事務総長は、その
撤回をすべての国に通報する。このようにして通報され
た通告は、受領された日に効力を生ずる。

第29条
１ 　この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交
渉によって解決されないものは、いずれかの紛争当事国
の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から６
箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に達し
ない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所
規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託することがで
きる。
２ 　各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条
約への加入の際に、１の規定に拘束されない旨を宣言す

ることができる。他の締約国は、そのような留保を付し
た締約国との関係において１の規定に拘束されない。
３ 　２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合
事務総長にあてた通告により、いつでもその留保を撤回
することができる。

第30条
　この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、
ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事
務総長に寄託する。
　以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条
約に署名した。
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5．第2次篠山市男女共同参画プラン策定の経過
年　月　日 主　　な　　経　　緯

平成23年  5月20日
～6月30日 「篠山市男女共同参画プラン」改定のための市民意識調査実施

  8月5日 第1回
男女共同参画プラン策定委員会

・会長・副会長選出
・市民意識調査の結果報告

  9月16日 第2回
男女共同参画プラン策定委員会

・旧プランの進捗状況について
・本計画の方向性について

 10月19日 第3回
男女共同参画プラン策定委員会 ・本計画の方向性について

 11月25日 第4回
男女共同参画プラン策定委員会 ・本計画の骨子案について

 12月16日 第5回
男女共同参画プラン策定委員会 ・本計画の骨子案について

平成24年  1月14日 第6回
男女共同参画プラン策定委員会 ・本計画の素案について

  2月16日 第7回
男女共同参画プラン策定委員会 ・本計画の素案について

  7月20日 市長へ答申

  8月15日
～9月14日 パブリックコメント (市公報・電子メール等)

6．篠山市男女共同参画プラン改定のための市民意識調査の実施の概要
項　　目 概　　　　要

1．調査地域 篠山市全域

2．調査対象 市内在住の満20歳以上の男女(平成23年3月31日現在)

3．標本数 1,000人

4．抽出方法 住民基本台帳から男女別に無作為抽出

5．調査方法 質問紙法(無記名自記式)、郵送による配布・回収

6．調査期間 平成23年5月20日̃6月9日(催促ハガキ送付　締め切り24日まで)

7．回収結果 配布数:1,000件　　有効回収数:570件　　回収率:57.0%
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