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男女共同参画社会の実現に向けて 

 

 

 

 

少子高齢化の進展、経済のグローバル化など、時代は大きく変化しています。こうした

中で時代が求める課題に対応し、豊かで活力ある社会を創造するためには、男女があらゆ

る分野でともに参画でき、喜びも責任も分かち合える新しい社会づくりが求められていま

す。 

このような中、町では、「誰もが活躍でき、はつらつと幸福
しあわせ

に暮らせるまち」を実現する

ため、平成18年３月に「上三川町男女共同参画計画」を策定しました。 

しかしながら、依然として意識や慣行・しきたりには、男女の肯定的な役割分担意識な

どの課題が今なお残っています。男女共同参画社会の早期実現には、法律や制度の整備だ

けでなく、町民一人ひとりの意識の改革と、町民と行政の協力による取り組みが必要不可

欠です。 

このような状況をふまえ、このたび「上三川町男女共同参画計画（平成 23 年度～平成

27年度）」を策定しました。この計画では、「男女がともにまなび 支えあい 自立をめざ

すまち」を目標像として、本町の課題解決のために、３つの基本目標を挙げ、実行に移し

ていくことにしました。 

町民の皆様には、男女共同参画社会の必要性を一層理解していただき、働く場や地域な

どあらゆる場でお互いに連携して取り組んでいけるよう、ご協力をお願いいたします。 

この計画の策定に当たり、上三川町男女共同参画計画策定委員会の委員をはじめ、貴重

なご意見をいただきました多くの方々に厚くお礼申し上げます。 

 

 

平成 23年３月 

上三川町長   猪 瀬  成 男 
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１ 計画の趣旨 

 

本町では、平成18年に「上三川町男女共同参画計画（平成18年度～平成22年度）」

を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画にかかる意識の啓発や各種施策

の推進に努めてきました。 

 

この間、人びとの生活を取り巻く社会環境は大きな変化を続けてきました。社会全体で

少子高齢化や人口減少が加速し、不安定な経済状況などの影響もあり、人びとの価値観や

生活スタイルに変化や多様性をもたらしています。すべての人が性別にかかわらずそれぞ

れの個性と能力を最大限に発揮できる豊かで活力ある社会を築くためには、社会環境の変

化に柔軟に対応し、時代に即したかたちで男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的

に推進していくことが求められます。 

 

法整備の面では、平成19年に「男女雇用機会均等法」、平成20年に「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV1防止法）」が改正され、さらに平成22年に

は「育児・介護休業法」の一部改正がなされるなど、その充実が図られてきました。しか

し一方では、未だ性別で役割を決めてしまう考え方（性別役割分担意識）が根強く残って

おり、政策・方針決定過程への参画、職場における能力発揮、男女間のさまざまな暴力な

ど、多くの課題が残されています。 

 

こうしたことから、これまでの取り組みを引き継ぎ、発展させる新たな計画として「上

三川町男女共同参画計画（平成23年度～平成27年度）」（以下「本計画」という。）を策

定しました。 

 

 

 

                                           
1 DV（ドメスティック・バイオレンス） 
夫婦間や恋人など、親しい間柄での暴力のことをいいます。身体的暴力のみならず、性的暴力や言葉による精

神的暴力などがあります。 
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２ 計画の性格 

 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に基づき、本町における男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

 

本計画は、国や県との協調のもと、「上三川町第６次総合計画」や本町における他の部門

計画との整合を図った計画であるとともに、「平成21年度上三川町男女共同参画に関する

町民意識調査」の結果と「パブリックコメント」等の意見を反映して策定するものです。 

 

 

 

３ 計画の期間 

 

本計画の期間は、平成 23 年度から平成 27 年度までの５年間とします。なお、社会情

勢の変化に合わせ必要に応じて見直しを行います。 

 

年度 

計画名 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

上三川町男女共同参画計画  （H18～22 計画） 本計画期間   

上三川町第６次総合計画  
        

前期計画 

 

後期計画 
  

上三川町次世代育成支援対策 

行動計画 
前期計画 後期計画    

第４期上三川町高齢者支援計画・

介護保険事業計画 
    計画期間       

上三川町地域福祉計画   計画期間  

上三川町障害者基本計画  計画期間  

上三川町第２期障害福祉計画     計画期間       

 

とちぎ男女共同参画プラン       計画期間   

男女共同参画基本計画（第３次）       計画期間   

 

 

基本構想 
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４ 計画の背景 

 

① 国内外の動き 

国際連合が昭和50年を「国際婦人年」、それに続く10年を「国連婦人の10年」と定

め、昭和54年に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤廃

条約）を採択すると、性に基づく差別の撤廃と女性の地位向上に向けた世界的な取り組み

は大きく前進しました。 

近年では、その動きはますます活発化するとともに、「国連環境・開発会議」「世界人権

会議」「国際人口・開発会議」などのさまざまな世界会議において、環境、人口、貧困等の

地球的規模の課題解決のためには、女性の地位向上と参画が不可欠であることが認識され

ています。 

 

わが国でも、昭和 50 年の「国際婦人年」を契機に、男女平等に関する法律や制度の整

備が進み、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」が制定、翌年にはこれに基づく計画

として「男女共同参画基本計画」が策定されました。この間にも、関連するさまざまな法

制度等の整備が進められましたが、平成 22 年には、指導的地位への女性の参画促進や雇

用・セーフティネットの構築などの現状とこれまでの反省に基づく課題を盛り込み、さら

に実効性のある行動計画とするため、「第３次男女共同参画基本計画」として改定が図られ

ています。 

 

 

② 栃木県の動き 

栃木県においては、平成８年に男女共同参画推進のための活動拠点である「とちぎ女性

センター・パルティ（現在のパルティとちぎ男女共同参画センター）」を開館し、情報提供

や啓発活動などさまざまな支援に取り組むなか、平成 13 年に男女共同参画社会基本法に

基づき、「とちぎ男女共同参画プラン」が策定、翌年には「栃木県男女共同参画推進条例」

が制定されました。平成 18 年には、条例に基づき「とちぎ男女共同参画プラン（二期計

画）」が策定されています。 

また、栃木県内では、宇都宮市をはじめ９市で男女共同参画を推進する条例が制定され

ている状況です。 
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③ 上三川町を取り巻く現状  

 

１ 人口の状況   

【人口はほぼ横ばい。ゆるやかな少子高齢化が進行中だが、県内では比較的若いまち】  

本町の総人口の推移（図表１参照）をみると、平成 20 年までは増加傾向にありました

が、平成21年でやや減少し31,814人となっています。 

また、年齢３区分別人口比の推移（図表２参照）をみると、年少人口と生産年齢人口は

ゆるやかに減少、高齢者人口は増加傾向にあります。平成 21 年の県との比較では、年少

人口が 3.0％高く、高齢者人口が 5.0％低くなっており、県内では比較的若いまちである

といえます。 

 

■図表１ 総人口および年齢３区分別人口の推移 

5,437 5,404 5,369 5,408 5,298

21,433 21,391 21,398 21,198

4,656 4,824 5,021 5,162 5,318

21,499

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成17年 18年 19年 20年 21年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

31,592 31,661 31,781 31,968 31,814

（人）

 
資料：毎月人口調査（各年10月１日現在）      

 

■図表２ 年齢３区分別人口比の推移（県数値との比較） 

17.2% 17.1% 16.9% 16.9% 16.7% 13.7%

67.7% 67.3% 66.9% 66.6%
64.6%

14.7% 15.2% 15.8% 16.1% 16.7% 21.7%

68.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成17年 18年 19年 20年 21年 21年（県）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
 

資料：毎月人口調査（各年10月１日現在）      
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２ 出生の状況   

【出生率は増加に転換。県を大幅に上回る推移】  

本町の出生数および出生率の推移（図表３参照）をみると、平成 19 年までは減少傾向

にありましたが、平成 20 年に増加に転じています。出生率の県との比較においては、大

幅に上回って推移しています。 

 

■図表３ 出生数および出生率の推移（県数値との比較） 

361 353 349 320 360

11.2 11.0

10.1

11.3

9.0
8.7 8.9 8.7 8.7

11.6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成16年 17年 18年 19年 20年

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

出生数 出生率 出生率（県）

（人） （‰）

 
資料：栃木県保健統計年報      

 

３ 女性の労働の状況   

【出産・育児のために仕事を中断する M字曲線を描くものの、子育て後の再就労が多い】  

年齢別の女性の労働力率（図表４参照）をみると、国・県・町すべてにおいて、20歳代

後半から30歳代にかけて、出産・育児のために仕事を中断するＭ字曲線を描いています。

本町では、Ｍ字の２つめの山が１つ目より高くなっており、子育て後に再び働く女性が多

くなっていることがうかがえます。 

 

■図表４ 年齢別の女性の労働力率（平成17年の国・県数値との比較） 

 
     

資料：国勢調査（数値は上三川町のみ） 
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４ 女性の社会参画の状況   

【女性委員の比率は横ばい。目標をやや下回る。女性のいる審議会等の比率は上昇傾向】  

審議会等における女性委員の比率（図表５参照）をみると、ほぼ横ばいに推移しており、

30％の目標値をやや下回っている状況です。一方で、女性のいる審議会等の比率について

は、平成19年度以降増加傾向にあります。 

 

■図表５ 審議会等における女性委員の比率および女性のいる審議会等の比率の推移 

23.3 23.7 24.6 24.4 24.4

81.3
78.9 78.1 78.9

83.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

審議会等における女性委員比率 女性のいる審議会等比率
 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況      

 

 

④ 男女共同参画に関する町民意識調査の概要  

 

■ 調査実施の概要 

男女共同参画に関する住民の考えを把握し、上三川町男女共同参画計画や今後の施策を

検討するための基礎資料とするため、平成 22 年１月から２月に町内在住の 20 歳以上の

男女1,000名を対象に実施したものです。 

 

 配布数 回収数 回収率 

総  数 1,000 457 45.7％

女  性 500 267 26.7％

男  性 500 185 18.5％ 

性別不明 - 5 0.5％

※回収率は総数に対しての割合  

 

なお、図中の「ｎ」は集計対象票数を示しています。また、国調査については平成 21

年 10月、県調査については平成22年３月に実施されたものです。 
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１ 男女共同参画に関する意識の状況   

【教育現場を除くと、男性優遇感が強まる傾向。性別役割分担は男性よりも女性で否定的】  

各分野における男女の平等感（図表６参照）をみると、［学校教育の場］では「平等」で

あると感じる割合が５割以上と比較的高くなっています。一方で、［職場］［社会通念・慣

習・しきたりなど］［政治の場］［社会全体として］では、「男性優遇」と感じる割合が６割

以上となっています。 

また、国調査との比較では、すべての分野において「平等」と感じる割合が国調査より

も下回っている状況です。 

 

■図表６ 各分野において男女の地位は平等になっていると思うかについて（国調査との比較） 
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8.1

13.2

1.9

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【町（n=436）】

【国】

【町（n=409）】

【国】

【町（n=418）】

【国】

【町（n=412）】

【国】

【町（n=417）】

【国】

【町（n=422）】

【国】

【町（n=425）】

【国】

【町（n=431）】

【国】

男性優遇 平等 女性優遇 わからない

家庭生活

職場

自治会などの地域活動の場

学校教育の場

法律や制度の上

社会通念・慣習・しきたりなど

政治の場

社会全体として

 

※「男性優遇」は「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が

優遇されている」の割合を足し合わせたもので、「女性優遇」は「女性の方が非常に優

遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」の割合を足し合わせ

たものです。 

※国調査と比較する場合、国調査では「不明・無回答」がないため、本調査も同様に「不

明・無回答」を除いて集計しました。したがってｎ数が各項目で異なります。 
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性別による役割分担意識（図表７参照）についてみると、性別役割分担意識を肯定する

割合が、女性よりも男性で約２割高くなっています。県調査との比較においても、性別役

割分担に対して否定的な意識をもつ女性が県調査より多くなっており、これは本町が県内

でも比較的若いまちであることが一つの要因であると考えられます。 

 

■図表７ 性別によって男女の役割を決めるような考え方について（県調査との比較） 

7.0

9.9

5.6

8.3

9.2

12.4

25.6

37.8

36.8

39.4

2.2

0.8

36.4

18.0

20.4

22.7

23.2

39.0

21.7

32.4 9.0

17.1

8.6

17.7

9.7

16.7

12.0

25.5

11.3

23.2

10.3

19.5

2.4

3.4

2.2

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町（n=457）

県（n=1,242）

町（n=267）

県（n=711)

町（n=185）

県（n=515)

全
体

女
性

男
性

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 不明・無回答

性

別

男

性

女

性

全

体

 

 

２ 家庭生活の状況   

【平日・休日ともに家事の大部分を女性が担う傾向。特に日常的な家事を妻が担う】  

男女の家事に携わる時間（図表８参照）についてみると、休日には男性の家事に携わる

時間がやや長くなるものの、平日・休日ともに女性の方が長くなっており、家事の大部分

を女性が担っていることがうかがえます。 

 

■図表８ 家事に携わる時間について 

                     【平  日】                  【休  日】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

5.2

12.7

31.8

21.7

11.6

12.4

16.8

24.3

27.0

13.0

2.7

0.5

15.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

まったく関わっていない

30分未満

30分以上～1時間未満

1時間以上～3時間未満

3時間以上～5時間未満

5時間以上

不明・無回答

女性（n=267） 男性（n=185）

5.2

7.9

14.2

37.1

16.5

12.7

6.4

29.7

29.7

17.8

8.6

1.1

1.6

11.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

まったく関わっていない

30分未満

30分以上～1時間未満

1時間以上～3時間未満

3時間以上～5時間未満

5時間以上

不明・無回答

女性（n=267） 男性（n=185）
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家庭内の仕事の分担（図表９参照）についてみると、［食事のしたく］［食事の後片づけ］

［そうじ］［洗濯］［家計の管理］は「主に妻」が、［子どものしつけや勉強］［親や身内の

介護］［町内行事などの参加］は「夫婦共同」で、［主な収入］は「主に夫」が担っている

とする割合が高くなっています。 

 

■図表９ 家庭内の仕事の分担について 

76.8

74.1

62.9

57.8

58.8

56.2

36.3

28.6

72.7

71.4

30.0

20.5

39.7

42.2

27.7

16.8

3.4

2.2

59.2

55.1

37.5

29.7

17.6

11.4

49.1

42.2

10.8

21.1

25.9

16.5

24.3

14.6

14.6

46.8

51.9

33.3

27.0

31.1

43.2

29.6

19.5

25.1

24.3

31.1

27.0

47.2

40.0

26.6

34.1

33.5

3.8

0.4

0.0

58.4

64.9

8.1

20.2

27.0

18.0

30.8

12.7

6.7

8.1

6.4

7.0

16.1

13.5

3.8

0.4

0.5

0.5

6.0

4.3

7.9

7.6

11.6

13.0

1.1

1.1

0.0

6.5

9.4

11.4

12.7

15.7

13.1

13.5

7.0

6.4

5.4

10.5

10.8

11.6

19.9

23.6

2.7

2.2

6.4

0.5

0.0

1.1

2.2

1.1

28.8

2.2

1.1

1.6

1.9

5.4

1.1

2.6

9.0

10.3

7.6

4.5

7.0

3.4

8.1

2.2

8.6

6.4

10.3

12.4

10.9

12.4

9.4

10.3

5.2

9.0

1.9

2.2

1.6

0.0

0.7

0.4

0.0

1.1

0.0

1.1

0.7

0.5

6.7

4.3

6.0

4.3

5.6

2.7

4.9

2.7

5.2

2.7

5.6

2.2

5.2

5.2

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食事のしたく　【女性】

【男性】

食事の後片づけ　【女性】

【男性】

そうじ　【女性】

【男性】

ゴミ出し　【女性】

【男性】

洗濯　【女性】

【男性】

子どものしつけや勉強　【女性】

【男性】

乳児・幼児の世話　【女性】

【男性】

親や身内の介護　【女性】

【男性】

主な収入　【女性】

【男性】

家計の管理　【女性】

【男性】

財産の管理　【女性】

【男性】

町内行事などの参加　【女性】

【男性】

ＰＴＡなどの参加　【女性】

【男性】

主に妻 夫婦共同 主に夫 家族 その他 不明・無回答

女性（n=267）、男性（n=185）
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３ 女性の人権に対する考え方の状況   

【性別役割分担意識に対して、女性の人権が軽んじられていると感じる割合が高い】  

女性の人権が尊重されていないと感じることがら（図表 10 参照）についてみると、男

女とも「男女の固定的な性別役割分担を押し付けること（「男は仕事、女は家庭」など）」

がもっとも高く、次いで「痴漢やストーカー行為」や「職場におけるセクシュアル・ハラ

スメント（性的いやがらせ・おどし・いじめ）」となっていますが、テレビなどのメディア

等における女性に対する表現や扱いについても上位に挙がっている状況です。 

 

■図表10 女性の人権が尊重されていないと感じることがらについて 

41.8

28.7

28.2

23.0

22.1

20.4

16.6

16.4

12.9

11.8

0.7

10.7

5.3

30.7

30.0

23.2

21.7

24.0

18.7

15.4

14.2

9.0

0.7

10.9

5.2

42.7

26.5

26.5

23.2

21.6

15.1

13.5

18.4

10.8

16.2

0.5

10.8

4.9

41.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

             男女の固定的な性別役割分担を
押し付けること（「男は仕事、女は家庭」など）

痴漢やストーカー行為

職場におけるセクシュアル・ハラスメント
       （性的いやがらせ・おどし・いじめ）

      家庭内での夫（恋人など同居の
男性を含む）から妻（女性）への暴力

職場における性別による差別待遇

              女性のヌードを主にした
雑誌やテレビ放映、アダルトビデオ

女性の働く性風俗営業

テレビや新聞、インターネット等における
        女性を蔑視するような表現や扱い

アイキャッチャー（人目をひくためのもの）
として、女性の体やしぐさを使用した広告

特にない

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=457） 女性（n=267） 男性（n=185）
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４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）2の状況   

【出産後の就労継続意向が比較的高い】 

【各年齢層で実際の生活と理想の生活に違い。中高年層の男女で仕事・家庭生活・地域生活の優先意向】 

【企業に必要な取り組みは、育児休暇の取得や子育て支援】  

（４－１）女性が職業をもつことについて 

女性が職業をもつこと（図表11参照）についてみると、男女とも「子どもができても、

ずっと職業を続ける方がよい」が高くなっています。県調査と比較しても、子どもができ

ても就労を継続させたいと考える人の割合が高いことがうかがえます。 

 

■図表11 女性が職業をもつことについて（県調査との比較） 

                       【 町 調 査 】            【 県 調 査 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 
ワーク・ライフ・バランス憲章によると、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがい

や充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」としており、このことは「仕事の充

実」と「仕事以外の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会を創出する基盤として極めて重要

とされています。 

1.1

14.8

4.8

6.3

19.5

28.1

21.8

2.1

1.4

1.0

21.7

6.0

8.5

16.7

20.0

21.6

2.3

2.1

0% 10% 20% 30% 40%

女性は職業を持たない方がよい

女性は職業を持つことに
       こだわらなくてよい

結婚するまでは職業を持つ方がよい

子どもができるまでは
　職業を持つ方がよい

　　　　　　 子どもができても、
ずっと職業を続ける方がよい

　　　　　　子どもができたら職業をやめ、
大きくなったら再び職業を持つ方がよい

結婚後や出産後も仕事は続けるが、
       パートタイムにきりかえるなど
              負担を軽くする方がよい

その他

不明・無回答

女性（n=711） 男性（n=515）

0.4

13.1

5.2

5.6

24.0

21.7

18.7

3.7

7.5

1.1

15.1

3.2

9.7

21.6

21.1

14.6

1.6

11.9

0% 10% 20% 30% 40%

女性は職業をもたない方がよい

女性は職業をもつことに
       こだわらなくてよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは
　職業をもつ方がよい

　　　　　　 子どもができても、
ずっと職業を続ける方がよい

　　　　　　子どもができたら職業をやめ、
大きくなったら再び職業をもつ方がよい

結婚後や出産後も仕事は続けるが、
       パートタイムにきりかえるなど
              負担を軽くする方がよい

その他

不明・無回答

女性（n=267） 男性（n=185）



 13

（４－２）実際と理想の生活の優先度について 

実際と理想の生活の優先度（図表 12 参照）についてみると、若い世代においては男女

とも仕事を、中高年層では男性は仕事を、女性は家庭生活を優先させる傾向にありますが、

若い世代では「『仕事』と『家庭生活』をともに優先」、中高年層では「『仕事』と『家庭生

活』と『地域・個人の生活』をともに優先」を理想としている割合が高くなっており、実

際の生活と理想の生活に違いがみられます。 

 

■図表12 実際と理想の生活の優先度について（性／年齢別クロス） 

実際 理想 実際 理想 実際 理想 実際 理想 実際 理想 実際 理想 実際 理想 実際 理想

男 性 （ n=22 ） 50.0 4.5 4.5 36.4 13.6 13.6 4.5 22.7 9.1 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5 18.2 13.6

女 性 （ n=33 ） 45.5 0.0 18.2 12.1 3.0 3.0 12.1 45.5 15.2 6.1 0.0 3.0 3.0 30.3 3.0 0.0

男 性 （ n=22 ） 54.5 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 31.8 22.7 0.0 9.1 4.5 4.5 0.0 36.4 9.1 9.1

女 性 （ n=54 ） 13.0 0.0 37.0 27.8 0.0 3.7 42.6 29.6 0.0 0.0 3.7 14.8 0.0 18.5 3.7 5.6

男 性 （ n=32 ） 62.5 6.3 0.0 6.3 0.0 3.1 28.1 28.1 0.0 9.4 0.0 0.0 6.3 43.8 3.1 3.1

女 性 （ n=38 ） 10.5 0.0 42.1 18.4 0.0 0.0 31.6 23.7 2.6 2.6 2.6 7.9 5.3 36.8 5.3 10.5

男 性 （ n=35 ） 45.7 0.0 17.1 17.1 2.9 2.9 17.1 25.7 0.0 2.9 8.6 8.6 5.7 28.6 2.9 14.3

女 性 （ n=58 ） 12.1 1.7 36.2 20.7 1.7 0.0 39.7 20.7 1.7 5.2 3.4 20.7 5.2 31.0 0.0 0.0

男 性 （ n=40 ） 37.5 2.5 12.5 10.0 5.0 0.0 25.0 22.5 5.0 5.0 7.5 22.5 0.0 30.0 7.5 7.5

女 性 （ n=48 ） 10.4 0.0 43.8 10.4 2.1 8.3 16.7 18.8 2.1 8.3 10.4 14.6 2.1 25.0 12.5 14.6

男 性 （ n=34 ） 14.7 2.9 26.5 8.8 2.9 5.9 17.6 14.7 5.9 17.6 11.8 17.6 8.8 14.7 11.8 17.6

女 性 （ n=33 ） 0.0 0.0 39.4 12.1 3.0 6.1 24.2 24.2 3.0 0.0 6.1 12.1 3.0 15.2 21.2 30.3

単位：％

「
仕
事

」
と

「
地
域
・
個
人
の
生
活

」
を

と
も
に
優
先

20 歳 ～ 29 歳

30 歳 ～ 39 歳

40 歳 ～ 49 歳

50 歳 ～ 59 歳

60 歳 ～ 69 歳

70 歳 以 上

不
明
・
無
回
答

「
仕
事

」
と

「
家
庭
生
活

」
と

「
地
域
・
個
人
の
生
活

」
を
と
も
に
優
先

「
家
庭
生
活

」
と

「
地
域
・
個
人
の
生
活

」
を

と
も
に
優
先

「
仕
事

」
と

「
家
庭
生
活

」
を

と
も
に
優
先

「
地
域
・
個
人
の
生
活

」
を
優
先

「
家
庭
生
活

」
を
優
先

「
仕
事

」
を
優
先
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（４－３）男女共同参画社会の実現に向けて、企業に必要な取り組みについて 

男女共同参画社会の実現に向けて、企業に必要な取り組み（図表 13 参照）についてみ

ると、男女とも「男女とも育児休業を取りやすくし、休暇後、職場に復帰しやすくするこ

と」がもっとも高く、次いで「託児・保育施設を充実するなど、子どもをもつ男女を働き

やすくすること」となっています。 

 

■図表13 男女共同参画社会の実現に向けて、企業に必要な取り組みについて（上位５項目） 

69.1

55.8

42.0

40.9

35.9

61.0

40.4

41.2

39.7

67.6

49.2

44.9

41.1

30.3

71.5

0% 20% 40% 60% 80%

     男女とも育児休業を取りやすくし、
休暇後、職場に復帰しやすくすること

         託児・保育施設を充実するなど、
子どもをもつ男女を働きやすくすること

   意欲・能力のある女性を、採用、
昇進などの人事面で評価すること

               労働時間を短縮するなど、
男女とも、家事、子育てや教育などが
                  しやすいようにすること

女性の就職・再就職のための職業情報、
          職業訓練の機会を提供すること

全体（n=457） 女性（n=267） 男性（n=185）
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５ 男女共同参画の取り組みの状況   

【町の男女共同参画計画の認知状況は２割未満】 

【町が重点的に取り組むべき施策は、男女が協力して子育て・介護に取り組める環境づくりや学習・啓発】  

（５－１）男女共同参画に関する用語の認知状況 

男女共同参画に関する用語の認知状況（図表14参照）についてみると、「男女雇用機会

均等法」や「育児・介護休業法」は比較的高く、法制度の浸透がみられますが、国が認知

度100％の目標を掲げている「男女共同参画社会」については、半数に満たない状況です。

また、本町の取り組みである「上三川町男女共同参画計画」は、２割弱の認知状況となっ

ています。 

 

■図表14 男女共同参画に関する用語の認知状況について 

（n=457）

8.3

18.6

15.5

53.8

63.7

49.5

16.4

46.0

0% 20% 40% 60% 80%

男女共同参画社会

男女共同参画社会基本法

DV防止法

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

ワーク・ライフ・バランス

上三川町男女共同参画計画

いずれも知らない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

（５－２）男女共同参画社会の実現に向けて、町が重点的に取り組むべき施策 

男女共同参画社会の実現に向けて、町が重点的に取り組むべき施策（図表 15 参照）に

ついてみると、男女とも「男女が協力して子育てや介護に取り組めるような支援体制を整

備する」がもっとも高くなっています。次いで、男女共同参画に関する学習機会の充実や

啓発活動、職場での周知徹底が挙げられている状況です。 

 

■図表15 男女共同参画社会の実現に向けて、町が重点的に取り組むべき施策について 

（上位５項目） 

53.4

35.0

23.0

22.3

21.9

34.5

21.7

20.6

20.2

47.6

35.1

24.9

24.9

24.3

57.7

0% 20% 40% 60%

       男女が協力して子育てや介護に
取り組めるような支援体制を整備する

学校教育や生涯学習・社会教育の場で、
         男女の平等と相互の理解や協力
                についての学習を充実する

            広報誌やパンフレットなどで、
男女共同参画社会について啓発する

  職場における男女の平等な
扱いについて周知徹底を行う

情報提供や相談機能、交流の場、
  学習の場などの拠点を充実する

全体（n=457） 女性（n=267） 男性（n=185）
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

第２章  
計画の内容  
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１ 計画の方向性 

 

本町において、男女共同参画をさらに推進していくためには、時代の変化や「平成 21

年度上三川町男女共同参画に関する町民意識調査」から、以下の解決すべき課題と方向性

が明らかになります。 

 

 

 

平成 21 年度に実施した町民意識調査では、男女の平等感について、すべての分野にお

いて「平等」と感じる割合が、国調査の結果を下回っていました。また、性別による役割

分担意識については、男女間・年代間（地域間）で認識の差がみられているため、より多

様でそれぞれの立場にあった、だれもがわかりやすい啓発活動を進めていく必要がありま

す。 

さらに、男女共同参画社会の実現に向けて町が重点的に取り組むべき施策として、学校

教育や生涯学習の場における学習機会の充実や広報紙やパンフレットなどによる男女共同

参画についての啓発が上位に挙がっており、住民一人ひとりの意識づくりが重要であると

いえます。 

 

したがって、本計画における基本目標１として以下のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

ポイント① 性別、年齢等に応じた一人ひとりの意識づくり 

ま な 

ぶ  

基本目標１ 

男女の人権尊重と男女共同参画に向けた意識づくり 
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本町は県内でも比較的若く、子育て世代が多いまちで、出生率も県の水準を大きく上回

っています。一方で、女性の労働力率については、出産・子育て世代にあたる 20 歳代後

半から 30 歳代にかけて仕事を中断するＭ字曲線を描いています。町民意識調査では、子

どもができても就労を継続させたいと考える人の割合が比較的高くなっていることから、

子育て世代の女性が仕事と子育てを両立させることに難しさを感じていることがうかがえ

ます。 

また、生活の優先度では、男女とも「『仕事』と『家庭生活』をともに優先」「『仕事』と

『家庭生活』と『地域・個人の生活』をともに優先」が高くなっていますが、中高年層で

は実際にそのような生活をおくっている割合は１割に満たない状況にあり、生産年齢人口

が高い本町においては今後さらなる高齢化が予測されるため、定年退職に伴い職場から地

域へ活躍の場を移す人びとの生活の充実が課題であると考えられます。 

このことから、生活の優先度や個人の意欲に応じたワーク・ライフ・バランスを図れる

環境づくりが重要です。 

 

したがって、本計画における基本目標２として以下のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント② 地域特性をふまえたワーク・ライフ・バランスの推進 

基本目標２ 

男女がともに豊かな人生をおくるワーク・ライフ・バランスの推進 

支 え 

あ う 
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町民意識調査では、「上三川町男女共同参画計画」の認知状況は２割弱、「男女共同参画

社会」は５割に満たず、男女共同参画そのものの認識が住民に定着していないことが考え

られます。したがって、住民と行政とが強力なパートナーシップを構築し、身近な活動を

通して男女共同参画社会の実現をめざすことが必要であると考えられます。 

また、男女共同参画は、まちのすべての施策にその視点が必要であり、全庁体制で進め

ていくものとなります。関連する施策は多方面にわたるため、行政内の関連する部署との

連携を密にするとともに、各分野での個別計画との整合性を図りながら、それぞれの課題

に基づいた取り組みを総合的に進めていくことが重要です。 

 

したがって、本計画における基本目標３として以下のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント③ 男女共同参画社会実現に向けた取り組み体制の整備 

基本目標３ 

男女共同参画の総合的推進 

め ざ 

す  
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２ 計画の目標像 

 

上三川町男女共同参画計画の目標を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

本計画がめざす将来像は、一人ひとりがそれぞれの個性や人権を大切に思い、尊重しあ

いながら、ともにまなび、理解し、支えあうまちです。一人の人間として、自立した個々

の能力を最大限に活かし、「自分らしく生きる」ことが、本町の男女共同参画の推進には大

切であると考えます。 

 

“まなぶ”“支えあう”“めざす”は、本計画の基本目標のタイトルです。 

「上三川町第６次総合計画」における男女共同参画分野の基本目標である「ともにつく

る協働・自立のまち」との協調のもと、住民や事業所、行政等が協働で男女共同参画を推

進していく姿勢を示し、各々が自立し、「自分らしく生きる」ことができるまちをめざすも

のです。 

 

 

 

 

男女がともにまなび 支えあい 自立をめざすまち 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま な ぶ

男女の人権尊重と 

男女共同参画に向けた 

意識づくり 

支えあう

男女がともに 

豊かな人生をおくる 

ワーク・ライフ・バランスの

推進 

め ざ す

男女共同参画の 

総合的推進 

1 

2 

3 

１ 男女共同参画の意識づくり 

２ 人権教育に基づく 

男女平等教育・学習の充実 

３ 人権を尊重・擁護する 

  社会環境の形成 

１ 男女がともに働きやすい 

  職場環境づくり 

２ 男女共同参画に向けた 

  家庭生活への支援 

３ 地域生活における 

  男女共同参画の推進 

４ 生涯を通じた心身の健康づくり 

 

１ 庁内推進体制の確立 

 

２ 協働による計画の推進 

基本目標 施 策 
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（１）広報・啓発活動の推進 

（２）男女共同参画に関する情報の収集・提供 

（３）国際理解の推進による意識改革 

（１）男女平等意識に基づく家庭教育の推進 

（２）男女平等意識に基づく学校教育の推進 

（３）男女平等意識に基づく社会教育の推進 

（１）男女間のあらゆる暴力の根絶 

（２）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

（３）メディア等における男女の人権尊重 

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及・浸透 
（２）多様な働き方を可能にする環境づくり 
（３）農業、自営業等の分野における男女共同参画 

（１）男女で築く家庭生活への支援 
（２）子育て支援の充実 
（３）高齢者等への介護支援の充実 

（１）地域活動における男女共同参画の推進 

（２）新たな分野における男女共同参画の推進 

（１）性差や年代に応じた心身の健康支援 

（２）性と生殖に関する健康と権利への配慮 

（１）庁内の男女共同参画の推進 

（２）庁内の推進体制の整備 

（１）住民参画による計画推進 

（２）国・県等との連携 

施策の展開 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

男女の人権尊重と  
男女共同参画に向けた意識づくり  

 

 

 

 

１ 男女共同参画の意識づくり 

２ 人権教育に基づく男女平等教育・学習の充実 

３ 人権を尊重・擁護する社会環境の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ま
ぶ

な



 26

１ 男女共同参画の意識づくり 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 男女共同参画社会の実現のためには、住民一人ひとりが固定的な性別役割分担意識

にとらわれず、学校、家庭、地域などのあらゆる場面において男女平等の視点をも

つことが大切です。 

● 国際的な動向に応じた法整備の進行などにより、男女共同参画に向けた社会的な条

件は整いつつあるものの、固定的な性別役割分担意識やそれに基づく社会慣行など

は依然として残されており、男女双方が個性や能力を十分に発揮することへの妨げ

となっています。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、各分野の男女平等感について、

［学校教育の場］では「平等」と感じる割合が比較的高くなっていますが、［社会通

念・慣習・しきたりなど］では、「男性優遇」と感じる割合が７割を超えています。

（８ページ参照）また、性別によって男女の役割を固定する考え方については、そ

れを支持する割合が女性よりも男性で約２割高くなっており、男女で認識の差がみ

られます。（９ページ参照） 

● 本町においては、広報やホームページ等による周知や、講座・講演会の開催などを

通して男女共同参画の意識づくりを進めてきましたが、男女共同参画意識のさらな

る浸透と定着に向け、男女差や世代差などに応じた取り組みが必要です。 

● 男女双方が個性や能力を十分に発揮し、自らの意志によって社会のさまざまな分野

に参画できるよう、効果的な意識啓発を展開することが求められています。 

 

 

 

 

 

1 男女共同参画の意識づくり 
ま な ぶ
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基本方針 

男女共同参画のさらなる推進を図るため、あらゆる分野における男女平等意識の向上

をめざします。また、家庭や地域などにおける男女共同参画意識づくりに向けた広報・

啓発活動を充実するとともに、固定的な性別役割分担意識の解消が図られるよう、環境

整備に努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

男女の平等感の割合［社会全体として］ 20.0％ 30.0％

性別役割分業に否定的な割合［全体］ 41.4％ 50.0％

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画の

意識づくり 

（１）広報・啓発活動の推進 

（２）男女共同参画に関する情報の収集・提供 

施策 施策の展開 

（３）国際理解の推進による意識改革 
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（１）広報・啓発活動の推進  

 住民が男女共同参画についての理解を深め、意識を高められるよう、各種媒体や講座・講

演会等を通じた広報・啓発活動を行います。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

広報かみのかわによる男女共同参画の

周知・啓発 
健康福祉課 

まちのホームページによる男女共同参

画の周知・啓発 
健康福祉課 １ 各種媒体を通じた意識啓発 

男女共同参画週間の周知 健康福祉課 

みんなのつどいの開催 健康福祉課 

男女共同参画に関する講演会の開催 生涯学習課 

女性学講座の開催 中央公民館 

２ 
男女共同参画に関する講座・講演

会等の開催 

地域出前講座の提供 中央公民館 

男女共同参画の視点に立った社会制

度・慣行の見直しの啓発 
健康福祉課 

男女の固定的な性別役割分担意識を見

直す学習機会の提供 

健康福祉課 

生涯学習課 
３ 

男女共同参画の視点に立った社

会制度や慣行の見直し 

男女共同参画に関する法令や制度改正

の周知 
健康福祉課 
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（２）男女共同参画に関する情報の収集・提供  

 住民が男女共同参画に関する情報を入手し、自ら学習することができるよう、男女共同参

画に関する資料等の収集、提供に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

国・県・他自治体等主催の研修会・イ

ベントへの参加促進 
健康福祉課 

１ 
男女共同参画に関する情報の収

集・提供 男女共同参画に関する資料や文献の整

備 

生涯学習課 

健康福祉課 

２ 男女共同参画に関する調査・研究
男女共同参画に関する町民意識調査の

実施 
健康福祉課 

 

 

 

（３）国際理解の推進による意識改革  

 国際社会の一員として、国際的協調のもとに男女共同参画を推進するため、男女共同参画

をめぐる世界的な動向についての情報収集・提供に努めるとともに、国際交流や在住外国人

との共生を通じ、住民の国際理解や国際的視野の向上を図ります。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

１ 国際理解の促進 
男女共同参画に関する国際的な動向に

ついての情報収集・提供 
健康福祉課 

海外派遣事業の推進 教育総務課 

２ 
多文化共生社会の実現に向けた

取り組みの推進 
児童生徒に対する外国語学習の充実 教育総務課 
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２ 男女平等教育・学習の充実 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 人権尊重や男女平等の意識を育むことは、男女共同参画社会実現のためには極めて

重要であり、学校、家庭、地域などあらゆる場における教育・学習が果たす役割は

大きくなっています。 

● 学校教育はもちろん、家庭や地域での教育は児童生徒の意識や習慣の形成に深く関

わります。地域や社会で男女共同参画が実践されるためには、生涯にわたり住民の

ニーズに応じた学習機会を提供することが大切です。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、男女共同参画社会の実現に向

けて町が重点的に取り組むべき施策について、「学校教育や生涯学習・社会教育の場

で、男女の平等と相互の理解や協力についての学習を充実する」や「情報提供や相

談機能、交流の場、学習の場などの拠点を充実する」などが上位に挙がっており、

教育や学習の重要性が高まっていることがうかがえます。（16ページ参照） 

● 本町においては、児童生徒に対して、道徳・特別活動等を通した男女平等観の醸成

に取り組んでいますが、人権教育に基づく男女平等教育・学習のさらなる推進に向

けては、児童生徒の発達段階に応じた教育内容の充実が必要となっています。 

● すべての人が違いを認め合いながら、対等な関係を重んじ、その個性や能力を発揮

できるよう、子どもから高齢者まで生涯を通じた教育・学習機会の確保が重要です。 

 

 

 

 

 

2 人権教育に基づく 
男女平等教育・学習の充実 

ま な ぶ
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基本方針 

人権尊重や男女平等の意識の醸成を図るため、次代を担う子どもたちに対する男女平

等観に基づく教育・学習内容を充実させます。また、住民一人ひとりが生きがいや心の

豊かさを感じられる生き方を選択し、社会のさまざまな分野に参画できるよう、家庭、

地域などにおける生涯を通じた学習機会の提供に努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

家庭教育オピニオンリーダー3の人数 76人 86人

 

 

 

 

 

 

                                           
3 家庭教育オピニオンリーダー 
子育ての先輩で、家庭教育のリーダーとして栃木県教育委員会主催の研修を受けた方のことをいいます。学校

や家庭、地域の教育力を回復する手助けをしたい『近所のおせっかいおばさん』という考えから生まれました。 

人権教育に 

基づく 

男女平等教育・

学習の充実 

（１）男女平等意識に基づく家庭教育の推進 

（２）男女平等意識に基づく学校教育の推進 

施策 施策の展開 

（３）男女平等意識に基づく社会教育の推進 
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（１）男女平等意識に基づく家庭教育の推進  

 幼児期からの家庭環境が、子どもの意識や生活習慣の形成に大きな影響を与えるため、男

女平等意識に基づく家庭教育を推進します。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

子育てに関する男女共同参画意識の普

及啓発 
健康福祉課 

家庭教育学級の開催 生涯学習課 １ 
家庭教育に関する学習機会の提

供 

講座・教室等の開催における男性参加

の促進 

健康福祉課 

中央公民館 

家庭教育オピニオンリーダーの養成・

支援 
生涯学習課 

２ 
家庭教育に関する相談・情報提供

体制の充実 男女共同参画の視点に立った相談支

援・情報提供 
健康福祉課 

 

 

 

（２）男女平等意識に基づく学校教育の推進  

 児童生徒の発達段階に応じた、一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育を実践するとともに、

男女共同参画について正しい理解をもった指導者の養成に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

男女平等意識に基づく学校教育の推進 教育総務課 

男女平等意識に基づく進路指導・キャ

リア教育の実施 
教育総務課 １ 

男女平等意識に基づく教育の充

実 

参加体験型学習の導入・実施 教育総務課 

２ 教職員等への研修の充実 教職員等に対する研修の推進 教育総務課 

人権教育の推進 教育総務課 

道徳教育の推進 教育総務課 

年齢に応じた性教育の推進 健康福祉課 

３ 人権・生命尊重教育の充実 

サマースクール保健学習の実施 健康福祉課 
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（３）男女平等意識に基づく社会教育の推進  

 住民が生涯にわたり男女共同参画について理解を深め、社会のさまざまな分野に積極的に

参画できるよう、多様な学習機会の提供に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

○再みんなのつどいの開催 健康福祉課 

○再男女共同参画に関する講演会の開催 生涯学習課 １ 
男女平等意識に基づく社会教育

の充実 

○再地域出前講座の提供 中央公民館 

県等主催の女性指導者研修会の周知・

派遣 

生涯学習課 

健康福祉課 
２ 

社会教育推進に向けた指導者の

養成 ○再国・県・他自治体等主催の研修会・

イベントへの参加促進 
健康福祉課 

３ 社会教育環境の整備 託児付き学習機会の提供 
中央公民館 

健康福祉課 
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３ 人権を尊重・擁護する社会環境の形成 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 人権の尊重は男女共同参画社会を形成するための基本であり、ドメスティック・バ

イオレンス（DV）やセクシュアル・ハラスメント、性犯罪およびストーカー行為な

どの男女間のあらゆる暴力は、犯罪であるとともに重大な人権侵害です。 

● 「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）」の施行・

改正など、男女間の暴力根絶に向けた法整備は進んでいるものの、暴力に対する社

会的認識の不足による被害が潜在化しやすい問題への対応などが課題となっていま

す。さらに、近年の情報化の流れのなかでは、女性への暴力を誘引したり、性の商

品化や性差別を助長したりするような人権を侵害する表現を用いたメディアへの対

応が必要です。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、女性の人権が尊重されていな

いと感じることについて、「男女の固定的な性別役割分担を押し付けること」がもっ

とも高く、次いで「痴漢やストーカー行為」、「職場におけるセクシュアル・ハラス

メント」となっています。また、家庭内での配偶者等からの暴力や、女性のヌード

を主とした雑誌やテレビ・ビデオなども上位に挙がっています。（11ページ参照） 

● 本町においては、男女間のあらゆる暴力に対して、広報紙等での啓発活動を実施す

るとともに、民生児童委員、配偶者暴力相談支援センター等をはじめとする関係機

関との情報交換や相談体制の充実など連携体制の強化に努めてきました。 

● 男女間のあらゆる暴力を許さない環境づくりのため、暴力は人権侵害であるという

認識の浸透や関係機関との相談・支援体制の強化を図ります。また、メディアから

発信される情報については、男女共同参画の視点で自ら選択し、判断できるよう支

援することが求められています。 

 

 

 

 

3 人権を尊重・擁護する 
社会環境の形成 

ま な ぶ
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基本方針 

男女間のあらゆる暴力は、基本的人権を侵害する行為であると同時に犯罪であるとい

う社会的認識の浸透を図り、暴力を許さない社会環境づくりを進めます。また、関係機

関と緊密な連携をとり、被害者への相談・支援を充実させるとともに、女性への暴力や

性差別などを助長するメディアへの対応に努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

配偶者等からの暴力について、相談できる場

所を知らない人の割合［全体］ 
33.3％ ０％

女性の人権擁護委員の割合 50.0％ 50.0％

 

 

 

 

 

 

 

人権を 

尊重・擁護する

社会環境の形成

（１）男女間のあらゆる暴力の根絶 

（２）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

施策 施策の展開 

（３）メディア等における男女の人権尊重 
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（１）男女間のあらゆる暴力の根絶  

 男女間のあらゆる暴力の根絶に向け、暴力を看過しない社会意識の醸成と浸透のための広

報・啓発活動、情報提供を充実します。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

配偶者等からの暴力防止の啓発 健康福祉課 

デートDV4防止の啓発 健康福祉課 １ 
男女間のあらゆる暴力防止のた

めの意識啓発 

虐待や性犯罪など、人権侵害防止の啓

発 
健康福祉課 

民生児童委員等の活用 健康福祉課 

相談窓口の周知・充実 健康福祉課 ２ 被害者への相談体制の充実 

警察等関係機関との連携強化 健康福祉課 

住民基本台帳閲覧の制限 住民生活課 

住民票の写しおよび戸籍附票請求の制

限 
住民生活課 

配偶者暴力支援センターや一時保護施

設の情報提供 
健康福祉課 

被害者の自立支援の推進 健康福祉課 

３ 
被害者への救済・保護・自立等に

関する支援体制の充実 

被害者子どもに対する支援の推進 健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 デート DV 
結婚前の恋人間で起こるDVのことをいいます。 
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（２）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進  

 職場等におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するための啓発活動を行うとともに、

相談体制の充実に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

セクシュアル・ハラスメント防止の啓

発 
健康福祉課 

事業所等に対するセクシュアル・ハラ

スメント防止の広報・啓発 

健康福祉課 

産業振興課 
１ 

セクシュアル・ハラスメント防止

のための意識啓発 

庁内におけるセクシュアル・ハラスメ

ント防止に関する研修の実施 
総務課 

２ 
セクシュアル・ハラスメントに関

する相談体制の充実 

セクシュアル・ハラスメントに関する

相談窓口の充実 

健康福祉課 

産業振興課 

 

 

 

（３）メディア等における男女の人権尊重  

 町の刊行物等において人権尊重の視点に立った表現を使用するよう配慮するとともに、住

民がメディアからの情報に対して男女共同参画の視点に立ち主体的に読み解き判断できるよ

う、メディア・リテラシー5の向上を促します。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

１ 
町の刊行物における適切な表現

の促進 
表現管理手引きの充実 総務課 

メディア・リテラシーに関する学習機

会の充実 
生涯学習課 

２ メディア・リテラシーの育成 
学校教育におけるメディア・リテラシ

ーの推進 
教育総務課 

有害環境に関する情報収集・提供 
健康福祉課 

教育総務課 

事業所等への立入調査の実施 健康福祉課 ３ 
有害環境6に対する取り組みの推

進 

「性の商品化」撲滅の啓発 健康福祉課 

 

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

や、あふれる情報を選択し、使いこなす力のことをいいます。また情報を受け取るだけではなく、メディアを使

って発信する力のこともいいます。 
 

6 有害環境 
 青少年の性的感情、粗暴性や残虐性、または犯罪や自殺を誘発したり助長したりするおそれがあり、その健全

な育成を阻害するおそれがあるとされる図書や広告物などのことをいいます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

男女がともに豊かな人生をおくる  
ワーク・ライフ・バランスの推進  

 

 

 

 

１ 男女がともに働きやすい職場環境づくり 

２ 男女共同参画に向けた家庭生活への支援 

３ 地域生活における男女共同参画の推進 

４ 生涯を通じた心身の健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 支
あ

え

う
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１ 男女がともに働きやすい職場環境づくり 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 男女がともに多様な生き方を選択でき、家族や地域社会の一員として責任を分かち

合いながら積極的に活動していくためには、ワーク・ライフ・バランスを実現した

豊かな社会が必要であり、そのためには働きやすい職場環境づくりが重要です。 

● 「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」などをはじめ、男女が互いに協力

して働き続けるための法整備は進みつつあります。しかし依然残る固定的な性別役

割分担意識や社会経済構造のめまぐるしい変化、個々のライフスタイルの多様化な

どの影響で、実際には男女平等に基づく労働環境の実現には至っていない場合が多

くなっています。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、女性の就労について、「子ども

ができても、ずっと職業を続ける方がよい」と考える男女の割合が高く、また、男

女共同参画社会の実現に向け、企業などの職場で必要な取り組みについては、「男女

とも育児休業を取りやすくし、休暇後、職場に復帰しやすくすること」がもっとも

高くなっています。（12・14ページ参照） 

● 県内でも比較的若く、子育て世代が多い本町では、広報等による法制度の周知に取

り組んできましたが、仕事と子育てとの両立や子育て後の復職促進が図られるよう、

事業所等へのさらなる支援や啓発が必要です。 

● 男女がともに、ワーク・ライフ・バランスを重視し、それぞれの個性と能力を発揮

しながら自分らしく働き続けられる職場環境づくりが重要であるとともに、社会の

さまざまな分野での活躍をめざす女性のための支援が求められています。 

 

 

 

 

1 男女がともに働きやすい 
職場環境づくり 

支 え あ う
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基本方針 

ワーク・ライフ・バランスの視点に立ち、男女がともに自分らしく働き続けられる環

境の整備に向けた取り組みを支援します。また、あらゆる職場において男女平等が図ら

れるよう促すとともに、社会のさまざまな分野での活躍をめざす女性が意欲と能力を十

分に発揮できる環境づくりに努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

「家族経営協定」締結農家数 150件 170件

 

 

 

施策 施策の展開 

 

男女がともに 

働きやすい 

職場環境づくり

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及・浸透 

（２）多様な働き方を可能にする環境づくり 

（３）農業、自営業等の分野における男女共同参画 
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（１）ワーク・ライフ・バランスの普及・浸透  

 自らの希望するバランスで仕事と生活の両立が図られるよう、ワーク・ライフ・バランス

の普及・浸透に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

ワーク・ライフ・バランスについての

情報提供 

産業振興課 

健康福祉課 
１ 

ワーク・ライフ・バランス推進の

ための広報・啓発 
企業における両立支援の啓発 産業振興課 

 

 

 

（２）多様な働き方を可能にする環境づくり  

 雇用や職場において男女平等が図られるよう取り組みを支援するとともに、社会のさまざ

まな分野での活躍をめざす女性の意欲と能力が活かされるよう、支援に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

雇用・職場における男女平等に向けた

普及・啓発 
産業振興課 

１ 
雇用・職場における男女平等に関

する普及・啓発 商工会、職業安定所等の関係機関との

連携 
産業振興課 

職業技術等取得のための講座等の情報

提供 
産業振興課 

創業者向け融資制度の周知 産業振興課 ２ 
女性の再就職・起業に関する支援

の充実 

再雇用特別措置の周知 産業振興課 
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（３）農業、自営業等の分野における男女共同参画  

 農業や自営業等の分野において、男女がともに快適に働くことができるよう、就労環境の

改善に向けた取り組みを行います。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

自営業等で働く女性の就業条件向上へ

の啓発 
産業振興課 

「家族経営協定」締結の拡大 農業委員会 

農村女性団体への支援 産業振興課 

１ 
農業や自営業等の分野における

女性への支援 

農村女性の起業の支援 産業振興課 
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２ 男女共同参画に向けた家庭生活への支援 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 少子高齢化や核家族化が急速に進むなか、豊かで安定した社会の形成のためには、

男女がともに家庭的責任を担い、社会全体で子育てや介護を支援していく環境づく

りが必要です。 

● 家庭は社会の最小単位であり、男女共同参画の意義を学び、実践するための基礎と

なる場であるにもかかわらず、家事・育児・介護といった家庭生活のほとんどを女

性が担い、女性への負担が大きくなっている状況がみられます。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、家庭内の仕事の分担について、

［主な収入］を担うのは「主に夫」であるのに対し、［食事のしたく］や［洗濯］は

「主に妻」の役割で、実際、家事に携わる時間は平日・休日ともに女性が長くなっ

ている状況です。（９・10 ページ参照）また、男女共同参画社会の実現に向けて町

が重点的に取り組むべき施策については、「男女が協力して子育てや介護に取り組め

るような支援体制を整備する」が半数を超え、もっとも高くなっています。（16 ペ

ージ参照） 

● 本町においては、男性の家庭生活への参画を促す啓発活動や、各個別計画に基づい

た子育てや介護等の福祉サービスの充実に努めてきましたが、今後はワーク・ライ

フ・バランスも視野に入れ、男女がともに豊かな家庭生活を築くことのできる取り

組みを推進することが求められています。 

● 男女が対等な家族の構成員として、互いに協力しながら家庭生活に参画できるよう

啓発を図るとともに、子育てや介護などへの社会的支援の充実や環境整備が重要で

す。 

 

 

 

 

2 男女共同参画に向けた 
家庭生活への支援 

支 え あ う
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基本方針 

男女がともに責任をもち、協力して家庭生活がおくれるよう、男性の家事等への参加

促進を図るとともに、個人のライフスタイル等の変化に伴い多様化する子育てや高齢者

等の介護ニーズに対応できる社会的支援の充実や環境整備に努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

男性で平日の家事に「まったく関わっていな

い」人の割合 
29.7％ 20.0％

プレママ・パパ教室における男性受講者の割合 86.7％ 90.0％

 

 

 

男女共同参画に 

向けた 

家庭生活への支援 

（１）男女で築く家庭生活への支援 

（２）子育て支援の充実 

施策 施策の展開 

（３）高齢者等への介護支援の充実 
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（１）男女で築く家庭生活への支援  

 男女がともに協力して家庭生活に参画できるよう、家庭における男女共同参画を進めるた

めの啓発活動や、各種講座・教室を開催するなど学習機会の提供に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

○再広報かみのかわによる男女共同参画

の周知・啓発 
健康福祉課 

○再まちのホームページによる男女共同

参画の周知・啓発 
健康福祉課 １ 

家庭での男女のパートナーシッ

プに関する啓発 

○再男女共同参画に関する講演会の開催 生涯学習課 

子育てに関する学習機会の提供 健康福祉課 

２ 
男性の家庭生活への積極的参加

の促進 
○再家庭教育学級の開催 生涯学習課 

 

 

 

（２）子育て支援の充実  

 ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、男女がともに子育てを担えるよう、多様なニー

ズに応じた子育て支援の充実に努めます。また、生活・就労・養育等において、さまざまな

課題を抱えやすいひとり親家庭についても、生活の自立と安定を図るための支援を行います。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

各種保育事業の推進 健康福祉課 

１ 各種保育サービスの推進 

幼稚園における預かり保育事業 教育総務課 

地域子育て支援事業 健康福祉課 

ファミリーサポートセンター事業 健康福祉課 

子育てサロン事業 健康福祉課 

２ 地域で支える子育て環境の整備 

子育て情報の提供および相談体制の充

実 
健康福祉課 

自立支援・就業相談事業の周知 健康福祉課 

３ ひとり親家庭の自立の促進 

各種経済的支援の周知 健康福祉課 
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（３）高齢者等への介護支援の充実  

 介護が一部の家族や女性だけのものとならず、男女がともに協力して介護を担い、仕事や

地域生活等との調和が図られるよう、福祉サービスの充実や介護者への支援に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

高齢者福祉事業・介護保険サービスの

推進 
保険課 

障がい福祉サービスの推進 健康福祉課 １ 
高齢者・障がい者に対するサービ

スの充実 

地域生活支援事業 健康福祉課 

ねたきり高齢者等介護手当交付事業 保険課 

家族介護支援事業 保険課 

相談支援体制の充実 
保険課 

健康福祉課 

２ 家族介護者への支援の充実 

関係機関との連携 
保険課 

健康福祉課 

３ ボランティア活動の支援 福祉ボランティアの育成支援 健康福祉課 
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３ 地域生活における男女共同参画の推進 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● だれもがいきいきと暮らせる活力ある社会を築くためには、男女がそれぞれの能力

を活かし地域で活躍できる環境づくりが重要です。また、性別や年齢にとらわれな

い多様な視点から地域の課題を解決し、地域の活性化へと導く地域活動の重要性が

いっそう高まっています。 

● ボランティア活動や PTAなどの地域活動における活動主体の多くが女性で、男性は

仕事を生活の中心に据え、地域社会とのつながりが希薄化する傾向がみられる一方

で、活動の責任ある立場には男性が立つという状況も少なくありません。本町の自

治会長に占める女性の割合についても極めて低くなっています。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、実際と理想の生活の優先度に

ついて、男女とも中高年層では「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個人の生活』を

ともに優先」する生活を理想として掲げる割合がもっとも高くなっていますが、実

際にそのような生活をおくっている割合は１割に満たず、「仕事」や「家庭生活」を

優先させている状況です。（13ページ参照） 

● 本町においては、地域の安全を守る活動など新たなまちづくりの分野への女性の参

加促進を図ってきました。しかし、意思決定過程への参画など、地域社会のなかで

女性の影響力が高められるよう、女性のエンパワーメント7を支援するとともに、定

年退職を機に職場から地域に活躍の場を求める中高年層など、個人の意欲やニーズ

に応じた地域生活の充実を図ることが求められています。 

● 生涯を通じ心豊かに暮らせるよう、男女がそれぞれの能力を発揮し、積極的に地域

活動へ参画することで、地域社会に貢献できる環境づくりが重要です。 

 

                                           
7 エンパワーメント 
 「力をつけること」と訳され、特に、「女性が力をつけること」について使われる言葉です。主に、自己決定す

る力、仕事上の技術、経済的な力、物事を決定する場での発言力などを身につけ、その力を発揮し、さまざまな

政策決定過程に参画することを意味します。 

 

3 地域生活における 
男女共同参画の推進 

支 え あ う
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基本方針 

生涯を通じ、男女がともに充実した生活がおくれるよう、個人の意欲やニーズに応じ

た地域活動への参画を促すとともに、地域社会における男女共同参画の促進を支援しま

す。また、男女共同参画の視点を取り入れることが求められる新たな分野をふくめ、男

女それぞれの能力を地域に還元できる環境づくりに努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

審議会等における女性委員の割合 24.4％ 30.0％

女性委員がいない審議会等の数 ３委員会 ０委員会

婦人防火クラブ組織数 37組織 40組織

 

 

 

 

 

地域生活における 

男女共同参画の 

推進 

（１）地域活動における男女共同参画の推進 

（２）新たな分野における男女共同参画の推進 

施策 施策の展開 
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（１）地域活動における男女共同参画の推進  

男女がともに地域とのつながりのなかでいきいきと暮らせるよう、地域活動に積極的に参

画し、それぞれの能力を発揮できる環境づくりを進めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

地域活動における男女共同参画推進の

啓発 
各課 

１ 
各種団体への男女共同参画の促

進 
関係機関・団体等との連携 各課 

地域活動に関する情報提供 総務課 

シルバー人材センター活動の充実 保険課 ２ 地域活動参画のための支援 

男性のボランティア活動の参加支援 健康福祉課 

○再県等主催の女性指導者研修会の周

知・派遣 

生涯学習課 

健康福祉課 

自治会や地域団体等における女性リー

ダー育成支援と活用促進 
総務課 ３ 女性リーダーの育成 

人材情報の整備・提供 健康福祉課 

審議会・委員会等への女性委員の積極

的登用 
各課 

公募制の推進 各課 ４ 町政への参画 

広聴活動の充実 企画課 
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（２）新たな分野における男女共同参画の推進  

男女共同参画の視点を取り入れることが求められる新たな分野においても、積極的な取り

組みを進め、豊かな地域づくりの実現を図ります。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

自主防災組織の育成 総務課 

女性主体の安全活動団体に対する活動

支援 
総務課 １ 

地域安全分野における男女共同

参画の推進 

消防団員への女性登用促進 総務課 

地域おこし、まちづくり、観光分野に

おける男女共同参画の啓発 
産業振興課 

地域おこし、まちづくり、観光分野に

おける企画・立案段階への女性の参画 
産業振興課 ２ 

地域おこし、まちづくり、観光分

野における男女共同参画の推進 

優良事例の収集・提供 産業振興課 
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４ 生涯を通じた心身の健康づくり 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 自らの希望するバランスで働き、家庭や地域で充実した生活をおくるためには、生

涯を通じて心身ともに健康であることが基本的な条件であるといえます。 

● 男女がともにそれぞれのライフステージに応じた健康づくりに取り組めるよう支援

するとともに、妊娠・出産など各年代において身体的変化が多い女性に対しては、

女性自身が主体的に自分の健康を確保できるよう、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）8について社会全体の理解を深めることが必要で

す。 

● 生活習慣に関する町民意識調査の結果によると、自分自身の健康状態について、男

女とも「よい」と感じる割合が加齢に伴い減少しています。また、最近のストレス

の状況については、男女とも 40 歳代を中心に若い世代でストレスを抱えやすく、

男性よりも女性の方でストレスを感じている状況にあることがうかがえます。 

● 本町においては、健康診査や各種がん検診、健康教育・相談、心の健康相談、母子

保健サービス、青少年への健康をおびやかす問題についての教育などを通じ、住民

一人ひとりの年代や状況に応じた総合的な健康づくりの支援に努めていますが、男

女が互いの身体的特質を理解・尊重し、自分自身の身体の状況や健康について正し

い認識に基づいた判断ができるよう、さらなる取り組みの推進を図ることが求めら

れています。 

● 男女がともに生涯を通じて健康に過ごせるよう、性別による身体の仕組みの違いや

年代等を考慮した健康づくりを進めるとともに、性と生殖に関する健康と権利を尊

重した支援を提供することが重要です。 

 

 

 

                                           
8 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） 
安全で満足な性生活を営みつつ、いつ、何人子どもを産むかについて自由に選択できる権利のことをいいます。

また、そのために必要な手段や責任、情報を得られることを意味します。 

 

4 生涯を通じた心身の健康づくり 
支 え あ う
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基本方針 

だれもが健康で充実した生活をおくれるよう、性差や年代に応じた心身の健康づくり

を支援します。また、男女が互いの性についての認識を深め、自らの健康について主体

的に管理・判断できるよう、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）の普及をめざし、そうした考え方に配慮した取り組みの実施に努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

特定健康診査受診率［男女］ 30.8％ 65.0％

 

 

 

 

 

 

生涯を通じた 

心身の健康づくり 

（１）性差や年代に応じた心身の健康支援 

（２）性と生殖に関する健康と権利への配慮 

施策 施策の展開 



 54

（１）性差や年代に応じた心身の健康支援  

男女がいきいきと充実した生活をおくれるよう、健康に関する学習機会や情報提供を行う

とともに、ライフステージに応じた健康増進事業を実施し、生涯を通じた心身の健康づくり

を支援します。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

健康診査・各種がん検診等の実施 
健康福祉課 

保険課 

ライフステージに応じたスポーツ活動

の機会提供 
生涯学習課 １ 生涯を通じた健康づくりの支援 

心身の健康相談の実施 
健康福祉課 

保険課 

食育の推進 
健康福祉課 

教育総務課 

生活習慣病予防のための教育 

健康福祉課 

教育総務課 

保険課 

２ 健康に関する教育・啓発の充実 

薬物乱用防止教育 
健康福祉課 

教育総務課 

 

 

 

（２）性と生殖に関する健康と権利への配慮  

男女が互いの性を理解・尊重しあい、生涯を通じた健康づくりに取り組むことができるよ

う、性と生殖に関する健康と権利についての啓発を進めます。また、妊娠・出産期にある女

性の母性保護と母子保健の充実に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

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）の普及 
健康福祉課 

○再年齢に応じた性教育の推進 健康福祉課 １ 性の尊重についての理解促進 

○再サマースクール保健学習の実施 健康福祉課 

各種母子保健サービスの提供 健康福祉課 

妊娠・出産期における相談体制・情報

提供の充実 
健康福祉課 

不妊に関する支援の充実 健康福祉課 

２ 母性保護と母子保健の充実 

母性健康管理対策の推進 健康福祉課 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

男女共同参画の総合的推進  
 

 

 

 

 

１ 庁内推進体制の確立 

２ 協働による計画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 め
す

ざ
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１ 庁内推進体制の確立 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 男女共同参画を推進するうえで、行政の果たす役割は大きく、全庁的に男女共同参

画をめざすという共通認識をもつとともに、あらゆる分野の取り組みを総合的かつ

計画的に展開することが重要です。 

● 男女共同参画推進にかかる施策は多岐にわたるため、庁内における連携体制の確立

はもちろん、男女双方の視点から取り組みを進められるよう、庁内における男女平

等意識を育み、男女共同参画を実践していく必要があります。 

● 本計画の推進にあたっては、必要な取り組みを着実に実施し、実効性のあるものに

するための基盤となる体制の強化と、進捗状況の適切な点検・評価を行える仕組み

づくりが重要となっています。 

● 庁内の男女共同参画の推進状況について、平成 18 年度以降、町管理職員に占める

女性職員は不在の状況となっているものの、まちの多様な部門での女性職員の配置

を進めており、多角的な視野から行政運営が推進されるよう努めています。また、

計画の推進体制については、「上三川町男女共同参画計画策定部会」において、計画

の進行管理を行うとともに、住民参画によるチェック機関の導入検討を図ることが

求められています。 

● まちが男女共同参画の必要性を認識し、施策推進の中心となる町職員一人ひとりが

率先して住民や事業所等の模範となれるよう、庁内の男女共同参画推進体制を整備

するとともに、関係各課の緊密な連携のもと、本計画を確実に推進するための仕組

みづくりが必要です。 

 

 

 

 

1 庁内推進体制の確立 
め ざ す
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基本方針 

男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会の実現という共

通目標のもと、庁内における男女平等意識の醸成を図り、男女共同参画を実践します。

また、全庁的な連携体制を強化し、本計画の着実な推進に努めます。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

ポスト（係長以上）職員等に占める女性職員

の割合 
6.0％ 10.0％

男性職員の育児・看護休暇取得率 8.6％ 15.0％

 

 

 

 

 

 

 

庁内推進体制の 

確立 

（１）庁内の男女共同参画の推進 

（２）庁内の推進体制の整備 

施策 施策の展開 
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（１）庁内の男女共同参画の推進  

男女双方の視点から施策を推進できるよう、庁内における男女平等意識を育み、女性職員

の積極的な活用など、町職員が住民の先頭に立ち男女共同参画を実践します。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

町職員に対する啓発活動の実施 総務課 

１ 
庁内における男女共同参画の推

進 
男性職員の育児・介護休暇取得の促進 総務課 

女性職員の管理職への登用推進 総務課 

女性職員の職域拡大 総務課 ２ 女性職員の積極的活用 

女性職員の能力開発 総務課 
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（２）庁内の推進体制の整備  

本計画を総合的かつ計画的に推進し、実効性のあるものとするため、庁内の推進体制を整

備します。また、各施策の適正な進行管理を行える仕組みづくりに努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

関係各課の連携体制・組織の強化 健康福祉課 

１ 庁内の推進体制の充実 
上三川町男女共同参画計画策定部会に

よる計画の推進 
各課 

男女共同参画計画の周知 健康福祉課 

定期的な町民意識調査の実施 健康福祉課 ２ 計画の進行管理体制の充実 

進捗状況把握・評価の実施および公表 健康福祉課 
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２ 協働による計画の推進 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 男女共同参画社会の実現のためには、行政だけなく、住民、事業所、NPO等の各種

団体と課題を共有するなかでパートナーシップを構築し、地域が一体となった推進

体制をつくりあげることが重要です。 

● 本計画を推進するうえでは、まち単独での対応が難しい場合もあるため、国や県、

関係機関等との連携を図ることが重要です。さらに、広域的な取り組みが必要な問

題については、関係・近隣自治体との連携による対応も必要となっています。 

● 男女共同参画に関する町民意識調査の結果によると、男女共同参画に関する用語の

認知状況について、「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」は５割を超えて

高くなっており、法制度等の浸透はみられるものの、国が認知度100％を目標とし

ている「男女共同参画社会」は半数に満たず、本町の取り組みである「上三川町男

女共同参画計画」は２割弱にとどまっている状況です。（15ページ参照） 

● 本町においては、平成 18 年に「上三川町男女共同参画計画（平成 18 年度～平成

22 年度）」を策定し、さまざまな取り組みを実施してきましたが、男女共同参画を

さらに推進するためには、住民の男女共同参画そのものに対する認識をさらに深め

られるよう、身近な活動を通した協働の関係づくりが求められています。 

● 男女共同参画社会の実現という共通目標のもと、行政、事業所、関係機関など、住

民一人ひとりが互いの役割と責任を果たしながら、対等なパートナーとして、主体

的な取り組みを展開していくことが不可欠です。 

 

 

 

 

2 協働による計画の推進 
め ざ す
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基本方針 

行政、事業所、関係機関など、住民一人ひとりがそれぞれの立場で男女共同参画に関

する取り組みに主体的に関われるよう、対等なパートナーとして本計画を推進します。

また、まち単独での対応が難しい問題に対しては、国や県、関係機関、近隣自治体等と

の連携を図り、多元的な取り組みの展開をめざします。 

 

 

 

取り組みの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

 

指標 現状値（平成 22 年） 目標値（平成 27 年）

「男女共同参画社会」の用語の認知度 46.0％ 65.0％

「上三川町男女共同参画計画」の認知度 18.6％ 50.0％

 

 

 

 

 

 

 

協働による 

計画の推進 

（１）住民参画による計画推進 

（２）国・県等との連携 

施策 施策の展開 
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（１）住民参画による計画推進  

住民の積極的な参画により、本計画の着実な推進を図ります。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

女性団体連絡協議会の活用と連携 健康福祉課 

○再男女共同参画計画の周知 健康福祉課 １ 住民との協働による計画の推進 

○再進捗状況把握・評価の実施および公

表 
健康福祉課 

 

 

 

（２）国・県等との連携  

計画の推進に当たり、国・県、関係機関等との連携を図り、男女共同参画にかかる施策の

充実に努めます。 

 

№ 具体的施策 主要事業 担当課 

国や県、他市町の男女共同参画に関す

る情報収集・発信 
健康福祉課 

１ 国・県、関係機関等との連携 

国・県への要望 健康福祉課 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

資 料 編  
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１ 上三川町男女共同参画計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 上三川町における男女共同参画社会の形成の推進を図るため、上三川町男女共同参画計

画を策定するにあたり、意見を求めるため、上三川町男女共同参画計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員18名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 町議会厚生常任委員会委員長及び副委員長 

(2) 町教育委員会委員長 

(3) 栃木県男女共同参画地域推進員 

(4) 町各種団体の代表者 

(5) 町長が指定する団体の代表者 

(6) 公募による委員（２名以内） 

（任期） 

第３条 委員の任期は、平成23年３月31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

（関係者の出席） 

第６条 委員長は必要に応じて関係者を会議に出席させることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

（委任） 

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

附 則 

 この要綱は、平成17年８月10日から適用する。 

この要綱は、平成22年５月  １日から適用する。 
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上三川町男女共同参画計画策定委員会委員名簿 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

番号 
区分 

（２条関係） 
職   名 委員名 

1 町議会厚生常任委員会委員長 ◎ 津野田重一 

2 

町議会厚生常任委員会 

委員長及び副委員長 
町議会厚生常任委員会副委員長 田村  稔 

3 町教育委員会委員長 町教育委員会委員長 深谷 兼康 

4 栃木県男女共同参画地域推進員 ○ 塩谷 節子 

5 

栃木県男女共同参画 

地域推進員 
栃木県男女共同参画地域推進員 大島 良子 

6 女性団体連絡協議会代表 稲葉 信子 

7 人権擁護委員代表 鈴木 武夫 

8 民生児童委員協議会代表 角田  操 

9 小・中学校長会代表 森田 良司 

10 小・中学校PTA連絡協議会代表 高山 直美 

11 自治会長連絡協議会代表 増渕 孝造 

12 

町各種団体の代表者 

社会福祉協議会代表 塚原 静子 

13 上三川町商工会代表 宮崎  哲 

14 ㈱日産自動車栃木工場代表 田島 鉄也 

15 

町長が指定する 

団体の代表者 

宇都宮農業協同組合 

上三川営農経済センター代表 
生沼 正一 

16 

17 

公募による委員 一般公募（２名） 応募者なし 
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２ 上三川町男女共同参画計画策定部会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 上三川町における男女共同参画社会の総合的かつ効果的な推進を図るため、上三川町男

女共同参画計画策定部会（以下「策定部会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定部会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 上三川町男女共同参画計画の策定に関すること。 

(2) 上三川町男女共同参画計画策定にかかる資料の収集及び調査に関すること。 

(3) その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 策定部会は、各課室局の所属長が推薦した職員をもって組織する。 

（会議） 

第４条 策定部会は、必要に応じ健康福祉課長が招集し、その議長となる。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求めることができる。 

 （庶務）  

第５条 策定部会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、策定部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成22年５月１日から施行する。 
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３ 男女共同参画社会基本法 

 

平成 11年  ６月 23日 法律第  78 号 

改正 平成 11年  ７月 16日 法律第102号 

平成 11年 12月 22日 法律第 160号 

 

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、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形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に

係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個

人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 
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（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。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規程は、男女共同参画基本計画の

変更について準用する。 
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（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画

を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男

女共同参画社会の形成に配慮しなければなら

ない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動等

を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう適切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる

施策についての苦情の処理のために必要な措

置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

（調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関す

る調査研究その他の男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の策定に必要な調査研究

を推進するように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国

際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画

社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑

な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20条 国は、地方公共団体が実施する男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進

に関して行う活動を支援するため、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条

第３項に規定する事項を処理すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣

又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な方針、基
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本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規程する事項に関し、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 23条 会議は、議長及び議員24人以内を

もって組織する。 

 

（議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、

内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する

議員の総数の10分の５未満であってはなら

ない。 

３ 第１項第二号の議員のうち、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10分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第 26条 前条第１項第二号の議員の任期は、

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 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。 

 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同

参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」

という。）第１条の規定により置かれた男女共

同参画審議会は、第21条第１項の規定によ

り置かれた審議会となり、同一性をもって存

続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

４条第１項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施

行の日に、第23条第１項の規定により、審

議会の委員として任命されたものとみなす。

この場合において、その任命されたものとみ

なされる者の任期は、同条第２項の規定にか

かわらず、同日における旧審議会設置法第４

条第２項の規定により任命された男女共同参

画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。 
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３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

５条第１項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第３項の

規定により指名された委員である者は、それ

ぞれ、この法律の施行の日に、第24条第１

項の規定により審議会の会長として定められ、

又は同条第３項の規定により審議会の会長の

職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。 

 

附則（平成11年７月16日法律第102号）抄 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する

法律（平成11年法律第88号）の施行の日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

（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、委員のそ

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。 

 １から10まで 略 

 11 男女共同参画審議会 

 

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。 
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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 

 

国連総会採択 1979年 12月 18日 

日 本 批 准 1985年  ６月 25日 

 

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
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に女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃する

ための必要な措置をとることを決意して、 

次のとおり協定した。 

 

第１部【総論】 

 

第１条【女子差別の定義】 

この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、

性に基づく区別、排除又は制限であつて、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【締約国の差別撤廃義務】 

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別

を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策を

すべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追

求することに合意し、及びこのため次のことを

約束する。 

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の

適当な法令に組み入れられていない場合にはこ

れを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な

実現を法律その他の適当な手段により確保する

こと。 

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適

当な立法その他の措置（適当な場合には制裁を

含む。）をとること。 

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等

を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の

裁判所その他の公の機関を通じて差別となるい

かなる行為からも女子を効果的に保護すること

を確保すること。 

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又

は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関が

この義務に従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

別を撤廃するためすべての適当な措置をとるこ

と。 

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、

慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべ

ての適当な措置（立法を含む。）をとること。 

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての

刑罰規定を廃止すること。 

 

第３条【女子の完全な発展・向上の確保】 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社

会的、経済的及び文化的分野において、女子に

対して男子との平等を基礎として人権及び基本

的自由を行使し及び享有することを保障するこ

とを目的として、女子の完全な能力開発及び向

上を確保するためのすべての適当な措置（立法

を含む。）をとる。 

 

第４条【差別とならない特別措置】 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進するこ

とを目的とす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。 

 

第５条【役割分担の否定】 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な

措置をとる。 

(a) 両性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【売買・売春からの搾取の禁止】 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女

子の売春からの搾取を禁止するためのすべての

適当な措置（立法を含む。）をとる。 
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第２部【公的生活に関する権利】 

 

第７条【政治的・公的活動における平等】 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動におけ

る女子に対する差別を撤廃するためのすべての

適当な措置をとるものとし、特に、女子に対し

て男子と平等の条件で次の権利を確保する。 

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票

する権利並びにすべての公選による機関に選挙

される資格を有する権利 

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権

利並びに政府のすべての段階において公職に就

き及びすべての公務を遂行する権利 

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある

非政府機関及び非政府団体に参加する権利 

 

第８条【国際的活動への参加の平等】 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国

際機関の活動に参加する機会を、女子に対して

男子と平等の条件でかついかなる差別もなく確

保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

第９条【国籍に関する平等】 

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関

し、女子に対して男子と平等の権利を与える。

締約国は、特に、外国人との婚姻又は婚姻中

の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変

更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強

制することとならないことを確保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して

男子と平等の権利を与える。 

 

第３部【社会生活に関する権利】 

 

第 10条【教育における差別撤廃】 

締約国は、教育の分野において、女子に対し

て男子と平等の権利を確保することを目的とし

て、特に、男女の平等を基礎として次のことを

確保することを目的として、女子に対する差別

を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設

における職業指導、修学の機会及び資格証書の

取得のための同一の条件。このような平等は、

就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及

び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練

において確保されなければならない。 

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準

の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校

施設及び設備を享受する機会 

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育に

おける男女の役割についての定型化された概念

の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学

その他の種類の教育を奨励することにより、ま

た、特に、教材用図書及び指導計画を改訂する

こと並びに指導方法を調整することにより行う

こと。 

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一

の機会 

(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識

字計画を含む。）、特に、男女間に存在する教育

上の格差をできる限り早期に減少させることを

目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び

早期に退学した女子のための計画を策定するこ

と。 

(g) スポ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【雇用における差別撤廃】 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の

権利、特に次の権利を確保することを目的と

して、雇用の分野における女子に対する差別

を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての

労働の権利 

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考

基準の適用を含む。）についての権利 

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の

保障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
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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。 

 

第 12条【保健における差別撤廃】 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ

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【経済的・社会的活動における差別撤廃】 

締約国は、男女の平等を基礎として同一の権

利、特に次の権利を確保することを目的として、

他の経済的及び社会的活動の分野における女子

に対する差別を撤廃するためのすべての適当な

措置をとる。 

(a) 家族給付についての権利 

(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の

信用についての権利 

(c) レクリエーション、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【農村女子に対する差別撤廃】 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問

題及び家族の経済的生存のために果たしてい

る重要な役割（貨幣化されていない経済の部

門における労働を含む。）を考慮に入れるもの

とし、農村の女子に対するこの条約の適用を

確保するためのすべての適当な措置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の

女子が農村の開発に参加すること及びその開

発から生ずる利益を受けることを確保するこ

とを目的として、農村の女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとるも

のとし、特に、これらの女子に対して次の権

利を確保する。 

(a) すべての段階における開発計画の作成及

び実施に参加する権利 

(b) 適当な保健サービス（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
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な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改

革並びに入植計画において平等な待遇を享受す

る権利 

(h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力

及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件）

を享受する権利 

 

第４部【私的生活に関する権利】 

 

第 15条【法の前の男女平等】 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子と

の平等を認める。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子

と同一の法的能力を与えるものとし、また、

この能力を行使する同一の機会を与える。特

に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理

することにつき女子に対して男子と平等の権

利を与えるものとし、裁判所における手続の

すべての段階において女子を男子と平等に取

り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するよう

な法的効果を有するすべての契約及び他のす

べての私的文書（種類のいかんを問わない。）

を無効とすることに同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所

の選択の自由に関する法律において男女に同

一の権利を与える。 

 

第 16条【婚姻・家族関係における差別撤廃】 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべて

の事項について女子に対する差別を撤廃する

ためのすべての適当な措置をとるものとし、

特に、男女の平等を基礎として次のことを確

保する。 

(a) 婚姻をする同一の権利 

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全

な合意のみにより婚姻をする同一の権利 

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利

及び責任 

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をして

いるかいないかを問わない。）としての同一の権

利及び責任。あらゆる場合において、子の利益

は至上である。 

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任

をもって決定する同一の権利並びにこれらの権

利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享

受する同一の権利  

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこ

れらに類する制度が存在する場合にはその制度

に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合にお

いて、子の利益は至上である。 

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業

を選択する権利を含む。） 

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産

を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及

び処分することに関する配偶者双方の同一の権

利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しな

いものとし、また、婚姻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【女子に対する差別の撤廃に関

する委員会】 

 

第 17条【女子差別撤廃委員会】 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討す

るために、女子に対する差別の撤廃に関する

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

委員会は、この条約の効力発生の時は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されるものとし、個

人の資格で職務を遂行する。その選出に当た

つては、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。
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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をもつて定足数とする。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

つ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つて委員会に選

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

きで選ばれる。 

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

定に従つて行う。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きで選ばれる。 

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【締約国の報告義務】 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施の

ためにとつた立法上、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【委員会の規則】 

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【委員会の会合】 

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

間を越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【委員会の報告・提案・勧告】 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会

を通じて毎年国際連合総会に報告するものと

し、また、締約国から得た報告及び情報の検

討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧

告を行うことができる。これらの提案及び一

般的な性格を有する勧告は、締約国から意見

がある場合にはその意見とともに、委員会の

報告に記載する。 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情

報用として、婦人の地位委員会に送付する。 

 

第 22条【専門機関と委員会】 

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。 
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第６部【最終条項】 

 

第 23条【高水準の国内・国際法令の優先適用】 

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 

(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【条約上の権利の完全実現】 

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【署名・批准・加入・寄託】 

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つて行う。 

 

第 26条【改正】 

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【発行】 

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【留保】 

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、国際連合事務総長のあてた通告に

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【紛争解決】 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間

の紛争で交渉によつ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つ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【正文】 

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 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 

 

平成 13年４月13日 法律第  31 号 

最終改正 平成 19年７月11日 法律第113号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行われて

こなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難

である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げ

となっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴

力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体

に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下この項において「身体に対する暴力等」

と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者

からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者が、事実上離婚したと同様の事情

に入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力を防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図る責

務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第五項において「主務大臣」という。）は、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策に関する基本的な方針（以下この

条並びに次条第１項及び第３項において「基

本方針」という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第１項の都道府県基本計画及び同条

第３項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。  

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを
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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。 

 

（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。 
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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。 
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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



 83

して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるとき

は、第１項第１号の規定による命令を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該子の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）、就学する学校そ

の他の場所において当該子の身辺につきまと

い、又は当該子の住居、就学する学校その他

その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないことを命ずるものとする。ただし、

当該子が15歳以上であるときは、その同意

がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶

者が被害者の親族その他被害者と社会生活に

おいて密接な関係を有する者（被害者と同居

している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第12条第１

項第４号において「親族等」という。）の住居

に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行

っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第１項第１号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は

身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して６月を経過する日までの間、当

該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項におい

て同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものと

する。  

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の15

歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が15歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、する

ことができる。 

 

（管轄裁判所） 

第 11条 前条第１項の規定による命令の申立

てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に

住所がないとき又は住所が知れないときは居

所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

属する。  

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、

次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所に

もすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地  

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地  

 

（保護命令の申立て）  

第 12 条 第 10条第１項から第４項までの規

定による命令（以下「保護命令」という。）の

申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で

しなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力

又は配偶者からの生命等に対する脅迫を

受けた後の配偶者から受ける身体に対す

る暴力により、生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいと認めるに足り

る申立ての時における事情  

三 第 10条第３項の規定による命令の申立

てをする場合にあっては、被害者が当該同

居している子に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するた

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
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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条の２第１項の認証を

受けたものを添付しなければならない。 

 

（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
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の取消しの原因となることが明らかな事情が

あることにつき疎明があったときに限り、抗

告裁判所は、申立てにより、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の

記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。  

４ 前項の規定により第10条第１項第１号の

規定による命令の効力の停止を命ずる場合に

おいて、同条第２項から第４項までの規定に

よる命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければなら

ない。  

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。  

６ 抗告裁判所が第10条第１項第１号の規定

による命令を取り消す場合において、同条第

２項から第４項までの規定による命令が発せ

られているときは、抗告裁判所は、当該命令

をも取り消さなければならない。  

７ 前条第４項の規定による通知がされている

保護命令について、第３項若しくは第４項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は

抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判

所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センタ

ーの長に通知するものとする。  

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。  

 

（保護命令の取消し）  

第 17条 保護命令を発した裁判所は、当該保

護命令の申立てをした者の申立てがあった場

合には、当該保護命令を取り消さなければな

らない。第10条第１項第１号又は第２項か

ら第４項までの規定による命令にあっては同

号の規定による命令が効力を生じた日から起

算して３月を経過した後において、同条第１

項第２号の規定による命令にあっては当該命

令が効力を生じた日から起算して２週間を経

過した後において、これらの命令を受けた者

が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申

立てをした者に異議がないことを確認したと

きも、同様とする。  

２ 前条第６項の規定は、第10条第１項第１

号の規定による命令を発した裁判所が前項の

規定により当該命令を取り消す場合について

準用する。  

３ 第 15条第３項及び前条第７項の規定は、

前２項の場合について準用する。  

 

（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５号中「前各号に掲げる事項」とあるのは

「第１号及び第２号に掲げる事項並びに第

18 条第１項本文の事情」と、同条第２項中

「同項第１号から第４号までに掲げる事項」

とあるのは「同項第１号及び第２号に掲げる

事項並びに第18条第１項本文の事情」とす

る。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第 19条 保護命令に関する手続について、当
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事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは

抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の

交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭

弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。  

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第 20条 法務局若しくは地方法務局又はその

支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合

には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方

法務局又はその支局に勤務する法務事務官に

第12条第２項（第18条第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の認証を

行わせることができる。  

 

（民事訴訟法の準用） 

第 21条 この法律に特別の定めがある場合を

除き、保護命令に関する手続に関しては、そ

の性質に反しない限り、民事訴訟法（平成８

年法律第109号）の規定を準用する。  

 

（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

活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を

行うよう努めるものとする。  

 

（都道府県及び市の支弁）  

第 27条 都道府県は、次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。  

一 第３条第３項の規定に基づき同項に掲

げる業務を行う婦人相談所の運営に要す

る費用（次号に掲げる費用を除く。）  

二 第３条第３項第３号の規定に基づき婦

人相談所が行う一時保護（同条第４項に規

定する厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行う場合を含む。）に要す

る費用  

三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四 第５条の規定に基づき都道府県が行う

保護（市町村、社会福祉法人その他適当と

認める者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱

する婦人相談員が行う業務に要する費用を支

弁しなければならない。  
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（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

の懲役又は百万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、十万円以下の過料に処する。 

 

附則 〔抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。ただし、第２

章、第６条（配偶者暴力相談支援センターに

係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第27条及び第28条の規定は、平成14年

４月１日から施行する。  

 

（経過措置） 

第２条 平成 14年３月 31日までに婦人相談

所に対し被害者が配偶者からの身体に対する

暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護

を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第12条第

１項第４号並びに第14条第２項及び第３項

の規定の適用については、これらの規定中「配

偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦

人相談所」とする。  

 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律

の施行後３年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。  

 

附則（平成16年６月２日法律第64号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。  

 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律に

よる改正前の配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（次項において「旧

法」という。）第10条の規定による命令の申

立てに係る同条の規定による命令に関する事

件については、なお従前の例による。  

２ 旧法第10条第２号の規定による命令が発

せられた後に当該命令の申立ての理由となっ

た身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由

とするこの法律による改正後の配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（以下「新法」という。）第10条第１項第２

号の規定による命令の申立て（この法律の施

行後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３年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

附則（平成19年７月11日法律第113号） 〔抄〕 

（施行期日） 



 88

第１条 この法律は、公布の日から起算して６

月を経過した日から施行する。  

 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律に

よる改正前の配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律第10条の規定によ

る命令の申立てに係る同条の規定による命令

に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上三川町男女共同参画計画 

平成 23 年度～平成 27 年度 

 

発行年月：平成 23 年３月 

発   行：上三川町健康福祉課 

       〒329-0696 

       栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地 

       TEL:0285-56-9128 FAX:0285-56-6868 


