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策定の経過
時 期

男女共同参画
推進委員会

平成２７年
１２月

第５次プラン策定に向け
た自主勉強会（１２月９日)

平成２８年
２月

男女共同参画プラン
策定委員会（庁内）

その他

平成２７年度第２回推進委
員会［諮問］(２月２０日）

４月
５月

平成２８年度第１回推進委
員会［概要説明］
（５月２１日）

委員委嘱式・第１回会議
［概要説明］（４月２６日）

６月
プラン体系図案について
照会

プラン体系図案について照
会

８月

プラン体系図案に対する
意見募集（於ハーモニー
ふれあいウィーク会場）
（６月２４日～６月２５日）

プラン施策・取組項目案に
ついて照会

９月
プラン内容案について照
会

プラン内容案について照会

１０月
平成２８年度第２回推進委
員会［素案について］
（１０月１９日）

市議会報告［概要と素案］
（１０月２７日）

１１月

市民コメント募集
（１１月８日～１２月７日）

平成２９年
１月
平成２８年度第３回推進委
員会［市民コメント対応］
（１月２４日）

第２回会議［素案・市民コメ
ント対応］（１月１９日）
市議会報告［市民コメント
対応］（１月２６日）

２月
平成２８年度第４回推進委
員会［答申］（２月２１日）
３月

プラン最終案確認

プラン最終案確認
つるがしま男女共同参画
推進プラン（第５次）策定
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市民参加の状況
◇体系図への意見募集
調査期間

平成２８年６月２４日（金）～６月２５日（土）

調査対象者

鶴ヶ島市男女共同参画週間行事ハーモニーふれあいウィーク
２０１６の来場者

調査実施方法

イベント会場に体系図（案）のパネルを設置し、体系図（案）に
対する意見、感想を記入した付箋を同パネルに貼ってもらった。

回答数

２０件（参考：イベントの延べ参加者数は７２７人）

◇市民コメント
募集期間

平成２８年１１月８日（火）～１２月７日（水）

対象者

・市内に住所を有する方
・市内に在勤する方
・市内に在学する方
・市内に事務所・事業所を有する個人、法人、その他の団体
・上に掲げるもののほか、市の事務事業に利害関係を 有する
個人、法人、その他の団体

公表資料

つるがしま男女共同参画推進プラン（第５次）の素案

応募方法

直接持参、郵送、電子メール、ファクシミリ

募集結果

提出１人、１３件
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鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会規則

（趣旨）
第１条 この規則は、鶴ヶ島市男女共同参画推進条例（平成２２年条例第１号）第
１８条の規定に基づき、鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」とい
う。）の運営について、必要な事項を定めるものとする。
（会長及び副会長）
第２条 委員会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。
２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
（会議）
第３条 委員会の会議は、会長が招集する。
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
（庶務）
第４条 委員会の庶務は、鶴ヶ島市女性センターにおいて処理する。
（その他）
第５条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市
長が会長に諮って定める。
附 則
１ この規則は、平成２２年７月１日から施行する。
２ 鶴ヶ島市女性センター運営委員会規則（昭和６３年規則第８号）は、廃止する。
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鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会委員名簿
（五十音順）
氏

名

備

考

1

猪鼻いづみ

2

大竹 創生

3

大橋

4

清水はるみ

5

瀬山 紀子

6

泉名 美香

平成２９年２月１８日辞任

7

瀧島 宏美

会長

8

八田 さと子

9

細井茂登志

10

山口

稔
副会長

祐
任期 ： 平成２７年６月１３日～平成２９年６月１２日
委員男女別構成 ： 女性６人、男性４人
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諮問と答申

諮問書
鶴女セ第 ３９
号
平成２８年２月２０日

鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会
会 長
瀧 島
宏 美 様

鶴ヶ島市長 藤 縄 善 朗

鶴ヶ島市男女共同参画推進条例（平成２２年３月２４日条例第１号）第１４条の規
定に基づき、次のとおり諮問します。
諮問
つるがしま男女共同参画推進プラン（第５次）の策定について、貴委員会の意見を
求めます。

理由
鶴ヶ島市では、鶴ヶ島市男女共同参画推進条例に基づく「つるがしま男女共同参画
推進プラン（第４次）（平成２４年度～２８年度）」に沿って、本市の男女共同参画
の推進を図っています。
平成２４年以降、人口減少局面を迎えた日本社会において女性の活躍への期待は増
し、平成２７年８月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立
しました。しかし、我が国の政治面・経済面での女性の参画は諸外国と比較して伸び
悩んでいる状況にあります。また、本市が平成２７年に行った「女性が働くことに関
する意識・実態調査」の報告においても女性を取り巻く様々な課題が確認されまし
た。本市へのＤＶ相談件数も、毎年増えつづけています。
こうした国内外の動き及び課題を踏まえ、鶴ヶ島市の状況に応じた実効性のある新
しい「つるがしま男女共同参画推進プラン」の策定に向けて考え方をお示しくださ
い。
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答申書
平成２９年２月２１日

鶴ヶ島市長

藤

縄

善

朗

様

鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会
会 長
瀧 島
宏 美

つるがしま男女共同参画推進プラン（第５次）の策定について（答申）
平成２８年２月２０日付、鶴女セ第３９号をもって諮問を受けました標記の件につ
いて、本委員会で調査・審議を行った結果、以下の結論に至りましたので答申いたし
ます。
答

申

世界経済フォーラムが発表した「世界男女格差年次報告２０１６年版」によると、
日本は１４４か国中１１１位で過去最低の水準でした。低評価だった理由として、男
女間の所得格差が明白になったこと、女性の国会議員の少なさや女性の首相が出てい
ないことがあげられています。日本が国をあげて女性の活躍を進めていることは、大
変喜ばしいことです。しかし、この順位からは、女性が社会進出するうえで必要な
「女性が活躍できる環境」が整っていないことは明らかです。
市に目を向けると、「つるがしま男女共同参画推進プラン（第４次）」策定の際に
配慮を求めた「市民・事業者・教育に携わる者との連携の強化」及び「男女共同参画
の視点を防災・復興過程へ」については、計画に沿った取組の結果、これまでつなが
りのなかった団体等と連携した事業が実施されたこと、男性だけであった防災会議委
員に女性委員が複数入ったことなど一定の成果は見られましたが、まだ十分とはいえ
ません。「女性が働くことに関する意識・実態調査報告書」からは、本市においても、
根強く残る性別による役割分担意識から女性が思うように活躍できない現状が読み取
れます。その結果は、同プランで成果指標に掲げた「方針決定の場における女性の参
画状況」を示す数字が、５年間ほぼ横這であることにも表れています。また、性別に
よる役割分担意識は、女性が活躍する道を狭めるだけでなく、男女の経済格差や女性
の貧困、性別に起因する暴力を生む原因ともなります。そのことを踏まえ、「性別に
起因する暴力等の防止と支援体制の充実」についても、より一層力を注ぐ必要があり
ます。
「つるがしま男女共同参画推進プラン（第５次）」の策定及び実行にあたっては、
こうした現状を課題として真摯に捉え、特に次の点への配慮を求めます。
1/2
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１

女性のための、女性の活躍推進を
女性の活躍がこれからの経済を支える鍵と言われるようになってから久しく、子ど
もを産み同時に仕事で輝くことを期待された女性への声援は聞こえるものの、安心し
て活躍できる環境にはなっていません。これまでの長時間労働が当たり前の働き方か
らワーク・ライフ・バランスのとれた働き方に改めることが、男女とも子どもを産み
育てながら働き続けられる社会へとつながります。次期計画では、その点を強調する
とともに、女性の活躍を推進する取組が、経済の側面からだけでなく多様性を尊重す
る視点で行われることで、男女の経済格差や女性の貧困の解消に結びつくものとして
ください。
２

性別に起因する暴力の防止と支援体制のさらなる充実を
この５年の間にも、ＤＶやストーカー行為による数々の悲惨な事件が起こりました。
次期計画では、性別に起因する暴力の背景に潜む問題を踏まえ、交際相手からの暴力
やストーカー行為、性犯罪、買春等、女性が被害者となることが多いこれらの暴力を
防止するため、特に若年層への啓発・学習機会の充実を図るだけでなく、複雑な家庭
環境や虐待、見えづらい貧困に置かれている居場所のない子どもや若い人に寄り添っ
た取組に力を注いでください。
また、被害者支援をより充実させるために、鶴ヶ島市においても配偶者暴力相談支
援センターを設置することを計画に盛り込んでください。
３

市として推進すること
次期計画は、特に必要な取組に絞った内容とすることで実効性のあるものとしてく
ださい。男女共同参画の視点は、高齢であること、障害があること、貧困の状況にあ
ること、ひとり親であること等、さまざまな弱者の側に立った視点につながるもので
あり、あらゆる場面に必要です。性別にかかわりなく誰もが個性と能力を発揮できる
まちにするために、計画の記載にかかわらず、市にはあらゆる政策に男女共同参画の
視点を反映させることを期待します。女性センターは、鶴ヶ島市の男女共同参画を推
進する拠点施設として、市の取組を牽引する務めを果たしてください。

2/2
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鶴ヶ島市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
(設置)
第１条 本市における男女共同参画推進のための指針となるつるがしま男女共同参画
推進プラン（第５次）（以下「プラン」という。）を策定するため、鶴ヶ島市男女共同参画
プラン策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。
(所掌事項)
第２条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの策定に関し必要な事項の審議及び策定案の作成に関すること。
(2) その他、プランの策定に関し必要なこと。
(構成)
第３条 策定委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる職にある者及び課
長相当職の女性管理職をもって構成する。
２ 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に総合政策部長、副委員長に
秘書政策課長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第４条 策定委員会は、委員長が招集する。
２ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理し、策定委員会の議長となる。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第５条 策定委員会の庶務は、女性センターにおいて処理する。
(委託)
第６条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員
長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、プランが策定された後廃止する。
別表（第３条関係）
総合政策部長

秘書政策課長

財政課長

市政情報課長

総務人権推進課長

人事課長

市民課長

地域活動推進課長

安心安全推進課長

産業振興課長

福祉政策課長

高齢者福祉課長

障害者福祉課長

こども支援課長

保健センター所長

学校教育課長

生涯学習スポーツ課長
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鶴ヶ島市男女共同参画プラン策定委員会委員名簿
職

名

氏

名

備

考

総合政策部長

新井 順一

委員長

秘書政策課長

中野波津巳

副委員長

財政課長

高澤 嘉晴

市政情報課長

河村 治人

総務人権推進課長

田村潤一郎

人事課長

笠原 修一

市民課長

宮崎 浩代

地域活動推進課長

中村 史代

安心安全推進課長

内田 一夫

産業振興課長

町田 偉将

福祉政策課長

新堀 敏男

高齢者福祉課長

須沢 正人

障害者福祉課長

田中 幸広

こども支援課長

宇津木謙一

保健センター所長

長島きぬ子

学校教育課長

内野 一男

生涯学習スポーツ課長

袴田

健

任期 ： 平成２８年４月２６日～プラン策定の日
委員男女別構成 ： 女性４人、男性１３人
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関係法令

女子に対するあらゆる形態の差別
の撤廃に関する条約
昭和54年（1979年）12月18日国際連合
採択
昭和60年（1985年）6月25日批准条約第7号

この条約の締約国は、
国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価
値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて
確認していることに留意し、
世界人権宣言が、差別は容認することができな
いものであるとの原則を確認していること、並び
にすべての人間は生まれながらにして自由であり、
かつ、尊厳及び権利について平等であること並び
にすべての人は性による差別その他のいかなる差
別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由
を享有することができることを宣明していること
に留意し、
人権に関する国際規約の締約国がすべての経済
的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享
有に ついて男女 に平等の権 利を確 保する義務を
負っていることに留意し、
国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結
した男女の権利の平等を促進するための国際条約
を考慮し、
更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の
権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告
に留意し、
しかしながら、これらの種々の文書にもかかわ
らず女子に対する差別が依然として広範に存在し
ていることを憂慮し、
女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人
間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子
が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経
済的及び文化的活動に参加する上で障害となるも
のであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害する
ものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人
類に役立てるために完全に開発することを一層困
難にするものであることを想起し、
窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教
育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要と
するものを享受する機会が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。
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(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。

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。

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

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

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。
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(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

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、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。

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。

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 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。

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
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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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。

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３
０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
(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。

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。

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。

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。

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。

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。
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日本国憲法（抄）
昭和21年11月3日公布
昭和22年 5月3日施行

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を
妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的
人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重され
る。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公共の福祉に反しない限り、立法そ
の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつ
て、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ
り、政治的、経済的又は社会的関係において、差
別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めな
い。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる
特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有
し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その
効力を有する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成
立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし
て、相互の協力により、維持されなければならな
い。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に
関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平
等に立脚して、制定されなければならない。

男女共同参画社会基本法
平成11年6月23日法律第78号
同日公布・施行
目次
前文
第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する
基本的施策(第十三条―第二十条)
第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十
八条)
附則
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と
法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け
た様々な取組が、国際社会における取組とも連動
しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努
力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟
化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し
ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつ
つ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その
個性と能力を十分に発揮することができる男女共
同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会
の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい
て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基
本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向
かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画
社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推
進するため、この法律を制定する。
第一章

総則

(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か
つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力
ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男
女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らか
にするとともに、男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の基本となる事項を定めることによ
り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的
に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の
対等な構成員として、自らの意思によって社会
のあらゆる分野における活動に参画する機会が
確保され、もって男女が均等に政治的、経済
的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、
かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること
をいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係
る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に
おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会
を積極的に提供することをいう。
(男女の人権の尊重)
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人
としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に
よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人と
して能力を発揮する機会が確保されることその他
の男女の人権が尊重されることを旨として、行わ
れなければならない。
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、
社会における制度又は慣行が、性別による固定的
な役割分担等を反映して、男女の社会における活
動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに
より、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と
なるおそれがあることにかんがみ、社会における
制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に
対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする
ように配慮されなければならない。
(政策等の立案及び決定への共同参画)
第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社
会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団
体における政策又は民間の団体における方針の立
案及び決定に共同して参画する機会が確保される
ことを旨として、行われなければならない。

75

(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成
する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子
の養育、家族の介護その他の家庭生活における活
動について家族の一員としての役割を円滑に果た
し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができ
るようにすることを旨として、行われなければな
らない。

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に
ついて定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項
３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を
聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣
議の決定を求めなければならない。
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決
定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本
計画を公表しなければならない。
５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変
更について準用する。

(国際的協調)
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社
会における取組と密接な関係を有していることに
かんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協
調の下に行われなければならない。
(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女
共同参画社会の形成についての基本理念(以下
「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措
置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び
実施する責務を有する。

(都道府県男女共同参画計画等)
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を
勘案して、当該都道府県の区域における男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策についての基
本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」
という。)を定めなければならない。
２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事
項について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的
に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進するために必
要な事項
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府
県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区
域における男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策についての基本的な計画(以下「市町村男
女共同参画計画」という。)を定めるように努め
なければならない。
４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参
画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は
変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならない。

(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、
男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策
に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区
域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責
務を有する。
(国民の責務)
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他
の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ
とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように
努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策を実施するため必要な法制上又は
財政上の措置その他の措置を講じなければならな
い。
(年次報告等)
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画
社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策についての報告を
提出しなければならない。
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参
画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明ら
かにした文書を作成し、これを国会に提出しなけ
ればならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画
社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策
定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画
社会の形成に配慮しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する
基本的施策

(苦情の処埋等)
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社
会の形成に影響を及ぼすと認められる施策につい
ての苦情の処理のために必要な措置及び性別によ
る差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成
を阻害する要因によって人権が侵害された場合に
おける被害者の救済を図るために必要な措置を講
じなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を
通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよ
う適切な措置を講じなければならない。

(男女共同参画基本計画)
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基
本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」とい
う。)を定めなければならない。
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(調査研究)
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男
女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査
研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう
に努めるものとする。

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議
員の総数の十分の五未満であってはならない。
３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか
一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の
十分の四未満であってはならない。
４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

(国際的協調のための措置)
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際
的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機
関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成
に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るた
めに必要な措置を講ずるように努めるものとす
る。

(議員の任期)
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、
二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任
者の残任期間とする。
２ 前条第一項第二号の議員は、再任されること
ができる。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の
団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行
う活動を支援するため、情報の提供その他の必要
な措置を講ずるように努めるものとする。
第三章

(資料提出の要求等)
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた
めに必要があると認めるときは、関係行政機関の
長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資
料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を
求めることができる。
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に
必要があると認めるときは、前項に規定する者以
外の者に対しても、必要な協力を依頼することが
できる。

男女共同参画会議

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

(政令への委任)
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の
組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要
な事項は、政令で定める。

(所掌事務)
第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど
る。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第
三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又
は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会
の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な
政策及び重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議
し、
必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び
関係各大臣に対し、意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政
府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影
響を調査し、必要があると認めるときは、内閣
総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる
こと。

附

則（平成十一年六月二三日法律第七八号）抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法
律第七号)は、廃止する。
（経過措置）
第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参
画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい
う。）第一条の規定により置かれた男女共同参画
審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれ
た審議会となり、同一性をもって存続するものと
する。

(組織)
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内
をもって組織する。

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四
条第一項の規定により任命された男女共同参画審
議会の委員である者は、この法律の施行の日に、
第二十三条第一項の規定により、審議会の委員と
して任命されたものとみなす。この場合におい
て、その任命されたものとみなされる者の任期
は、同条第二項の規定にかかわらず、同日におけ
る旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命
された男女共同参画審議会の委員としての任期の
残任期間と同一の期間とする。

(議長)
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て
る。
２ 議長は、会務を総理する。
(議員)
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て
る。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見
を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す
る者

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五
条第一項の規定により定められた男女共同参画審
議会の会長である者又は同条第三項の規定により
指名された委員である者は、それぞれ、この法律
の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審
議会の会長として定められ、又は同条第三項の
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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。

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）
第四章 保護命令（第十条―第二十二条）

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄
第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法
律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。
(施行の日＝平成一三年一月六日)
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第
三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条
の規定 公布の日

第六章 罰則（第二十九条・第三十条）
附則

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

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において
次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委
員その他の職員である者(任期の定めのない者を
除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員
の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわら
ず、その日に満了する。
一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するものの
ほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置
は、別に法律で定める。
附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六
十号） 抄
（施行期日） 第一条 この法律（第二条及び第
三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
（以下略）

第一章 総則
（定義）
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」
とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対
する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及
ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる
心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び
第二十八条の二において「身体に対する暴力等」
と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対す
る暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は
その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配
偶者であった者から引き続き受ける身体に対する
暴力等を含むものとする。

配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律
平成13年4月13日法律第31号
平成19年7月11日法律第113号
平成25年7月3日法律第72号
最終改正：平成26年4月23日法律第28号

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。

目次
前文
第一章 総則（第一条・第二条）
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等
（第二条の二・第二条の三）

（国及び地方公共団体の責務）
第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
力を防止するとともに、被害者の自立を支援する
ことを含め、その適切な保護を図る責務を有す
る。

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条
―第五条）
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第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

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。

（基本方針）
第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大
臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項にお
いて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護のための施策
に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項
及び第三項において「基本方針」という。）
を定めなければならない。

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお
いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとし
ての機能を果たすようにするよう努めるものとする。
３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を
行うものとする。
一 被害者に関する各般の問題について、相談に応
ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機
関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的
又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う
こと。
三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ
っては、被害者及びその同伴する家族。次号、
第六号、第五条及び第八条の三において同
じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保
護を行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するた
め、
就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度
の利用等について、情報の提供、助言、関係機
関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい
て、
情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の
援助を行うこと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい
て、
情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その
他の援助を行うこと。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次
条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村
基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する基本的な事項
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
めの施策の内容に関する事項
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する重要事項
３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し
ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に
協議しなければならない。
４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。
（都道府県基本計画等）
第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都
道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下
この条において「都道府県基本計画」という。）を定
めなければならない。

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

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

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う
に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体
との連携に努めるものとする。
（婦人相談員による相談等）
第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な
指導を行うことができる。

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。

（婦人保護施設における保護）
第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の
保護を行うことができる。

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。

第三章 被害者の保護
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ
た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章にお
いて同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨
を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報する
よう努めなければならない。

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

第二章 配偶者暴力相談支援センター等
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

（配偶者暴力相談支援センター）
第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相
談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶
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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。

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。

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪
の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二
項の規定により通報することを妨げるものと解釈して
はならない。

第四章

保護命令

（保護命令）
第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は
生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害
を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章に
おいて同じ。）を受けた者に限る。以下この章におい
て同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受け
た者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に
対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた
後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され
た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続
き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号に
おいて同じ。）により、配偶者からの生命等に対する
脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受け
る身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅
迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が
取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者
から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において
同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受
けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立
てにより、その生命又は身体に危害が加えられること
を防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対
する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害
者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に
あっては、当該配偶者であった者。
以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第
一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項
を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項に
ついては、申立ての時において被害者及び当該配偶者
が生活の本拠を共にする場合に限る。
一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被
害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし
ている住居を除く。以下この号において同じ。
）その他の場所において被害者の身辺につきま
とい、又は被害者の住居、勤務先その他その通
常所在する場所の付近をはいかいしてはならな
いこと。
二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被
害者と共に生活の本拠としている住居から退去
すること及び当該住居の付近をはいかいしては
ならないこと。

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当
たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にか
かったと認められる者を発見したときは、その者に
対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につい
て、その有する情報を提供するよう努めなければなら
ない。
（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての
説明等）
第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関
する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被
害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相
談支援センターが行う業務の内容について説明及び助
言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨す
るものとする。
（警察官による被害の防止）
第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が
行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年
法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三
年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところに
より、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者から
の暴力による被害の発生を防止するために必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。
（警察本部長等の援助）
第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道
警察本部の所在地を包括する方面を除く方面について
は、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又
は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者か
ら、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するため
の援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と
認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者
に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、
当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶
者からの暴力による被害の発生を防止するために必要
な援助を行うものとする。
（福祉事務所による自立支援）
第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五
号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福
祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年
法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律
第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年
法律第百二十九号）その他の法令の定めるところによ
り、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の
規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、
被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加
えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命
令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効
力が生じた日から起算して六月を経過する日までの
間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為も
してはならないことを命ずるものとする。
一 面会を要求すること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項
を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な
い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク
シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メー
ルを送信すること。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警
察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その
他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、
その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りな
がら協力するよう努めるものとする。
（苦情の適切かつ迅速な処理）
第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る
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緊急やむを得ない場合を除き、午後十時か
ら午前六時までの間に、電話をかけ、ファ
クシミリ装置を用いて送信し、又は電子メ
ールを送信すること。
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。
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。
その性的羞恥心を害する事項を告げ、若し
くはその知り得る状態に置き、又はその性
的羞恥心を害する文書、図画その他の物を
送付し、若しくはその知り得る状態に置く
こと。

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者
がその成年に達しない子（以下この項及びに第十
二条第一項第三号において単に「子」という。）
と同居しているときであって、配偶者がび次項並
幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行って
いることその他の事情があることから被害者がそ
の同居している子に関して配偶者と面会すること
を余儀なくされることを防止するため必要がある
と認めるときは、第一項第一号の規定による命令
を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申
立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ
ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令
の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の
効力が生じた日から起算して六月を経過する日ま
での間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の
本拠としている住居を除く。以下この項において
同じ。）、就学する学校その他の場所において当
該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就
学する学校その他その通常所在する場所の付近を
はいかいしてはならないことを命ずるものとす
る。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、
その同意がある場合に限る。
４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被
害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関
係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と
同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第
十二条第一項第四号において「親族等」という。）の
住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行って
いることその他の事情があることから被害者がその親
族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされる
ことを防止するため必要があると認めるときは、第一
項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した
裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体
に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者
に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ
る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する
日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生
活の本拠としている住居を除く。以下この項において
同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につ
きまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その
通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ
とを命ずるものとする。
５

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意
（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人であ
る場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場
合に限り、することができる。
（管轄裁判所）
第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係
る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき
又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する
地方裁判所の管轄に属する。
２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各
号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることがで
きる。
一 申立人の住所又は居所の所在地
二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴
力又は生命等に対する脅迫が行われた地
（保護命令の申立て）
第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による
命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に
掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対
する脅迫を受けた状況
二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶
者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶
者から受ける身体に対する暴力により、生命又
は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと
認めるに足りる申立ての時における事情
三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする
場合にあっては、被害者が当該同居している子
に関して配偶者と面会することを余儀なくされ
ることを防止するため当該命令を発する必要が
あると認めるに足りる申立ての時における事情
四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする
場合にあっては、被害者が当該親族等に関して
配偶者と面会することを余儀なくされることを
防止するため当該命令を発する必要があると認
めるに足りる申立ての時における事情
五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職
員に対し、前各号に掲げる事項について相談
し、
又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及び
その事実があるときは、次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警
察職員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時
及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置
の内容
２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第
五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に
は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる
事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人
法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第
一項の認証を受けたものを添付しなければならない。
（迅速な裁判）
第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件に
ついては、速やかに裁判をするものとする。

前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未
（保護命令事件の審理の方法）

81

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会
うことができる審尋の期日を経なければ、これを発す
ることができない。ただし、その期日を経ることによ
り保護命令の申立ての目的を達することができない事
情があるときは、この限りでない。
２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲
げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶
者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対
し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際
の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載し
た書面の提出を求めるものとする。この場合におい
て、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官
署の長は、これに速やかに応ずるものとする。
３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の
配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又
は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護
を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提
出を求めた事項に関して更に説明を求めることができ
る。
（保護命令の申立てについての決定等）
第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理
由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経な
いで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足り
る。
２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相
手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における
言渡しによって、その効力を生ずる。
３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や
かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管
轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するもの
とする。
４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者
暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助
若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当
該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲
げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速や
かに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立
書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター
（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援
センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその
職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日
時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通
知するものとする。
５

保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）
第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対して
は、即時抗告をすることができる。
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ
さない。
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消
しの原因となることが明らかな事情があることにつき
疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てによ
り、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの
間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事
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件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この
処分を命ずることができる。
４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定によ
る命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二
項から第四項までの規定による命令が発せられている
ときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じな
ければならない。
５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し
立てることができない。
６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命
令を取り消す場合において、同条第二項から第四項ま
での規定による命令が発せられているときは、抗告裁
判所は、当該命令をも取り消さなければならない。
７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命
令について、第三項若しくは第四項の規定によりその
効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り
消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及
びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援セン
ターの長に通知するものとする。
８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並
びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について
準用する。
（保護命令の取消し）
第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令
の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保
護命令を取り消さなければならない。第十第十条第一
項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令
にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日か
ら起算して三月を経過した後において、同条第一項第
二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生
じた日から起算して二週間を経過した後において、こ
れらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれ
らの命令の申立てをした者に異議がないことを確認
したときも、同様とする。
２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定
による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命
令を取り消す場合について準用する。
３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項
の場合について準用する。
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立
て）
第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発
せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由と
なった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同
一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の
申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活
の本拠としている住居から転居しようとする被害者が
その責めに帰することのできない事由により当該発せ
られた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過
する日までに当該住居からの転居を完了することがで
きないことその他の同号の規定による命令を再度発す
る必要があると認めるべき事情があるときに限り、当
該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発す
ることにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生

ずると認めるときは、当該命令を発しないことができ
る。
２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定
の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中
「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び
第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事
情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とある
のは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条
第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号か
ら第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号
及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の
事情」とする。
（事件の記録の閲覧等）
第十九条 保護命令に関する手続について、当事者
は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは
謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に
関する事項の証明書の交付を請求することができる。
ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し
口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定
があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるま
での間は、この限りでない。
（法務事務官による宣誓認証）
第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の
管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職
務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該
法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法
務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ
せることができる。
（民事訴訟法の準用）
第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除
き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反
しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の
規定を準用する。
（最高裁判所規則）
第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令
に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で
定める。

第五章

雑則

（職務関係者による配慮等）
第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、
捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において
「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当た
り、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を
踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人
権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保
持に十分な配慮をしなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害
者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を
深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
（教育及び啓発）
第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び
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啓発に努めるものとする。
（調査研究の推進等）
第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更
生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復さ
せるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害
者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるも
のとする。
（民間の団体に対する援助）
第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民
間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものと
する。
（都道府県及び市の支弁）
第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支
弁しなければならない。
一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務
を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げ
る費用を除く。）
二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所
が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大
臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含
む。）に要する費用
三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用
四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市
町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託し
て行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に
要する費用
２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦
人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければな
らない。
（国の負担及び補助）
第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道
府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、
同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その
十分の五を負担するものとする。
２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる
費用の十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費
用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
二 市が前条第二項の規定により支弁した費用
第五章の二 補則
（この法律の準用）
第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章まで
の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係にお
ける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを
除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係
にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関
係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後
に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当
該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴
力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用
する。

この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴
力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にあ
る相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄
に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条

被害者

被害者(第二十八
条の二に規定す
る関係にある相
手からの暴力を
受けた者をいう。
以下同じ。)

第六条第一項

配偶者又は配偶
者であった者

同条に規定する
関係にある相手
又は同条に規定
する関係にある
相手であった者

第十条第一項か
ら第四項まで、
第十一条第二項
第二号、第十二
条第一項第一号
から第四号まで
及び第十八条第
一項

配偶者

第二十八条の二
に規定する関係
にある相手

第十条第一項

離婚をし、又は
その婚姻が取り
消された場合

第二十八条の二
に規定する関係
を解消した場合

第六章

る第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第
三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶
者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談
所」とする。
（検討）
第三条 この法律の規定については、この法律の施行
後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案
し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置
が講ぜられるものとする。

附則〔平成十六年法律第六十四号〕
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経
過した日から施行する。
（経過措置）
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正
前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律（次項において「旧法」という。）第十条の規
定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に
関する事件については、なお従前の例による。
２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた
後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不
法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと
同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定
による命令の申立て（この法律の施行後最初にされる
ものに限る。）があった場合における新法第十八条第
一項の規定の適用については、同項中「二月」とある
のは、「二週間」とする。

罰則

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準
用する第十条第一項から第四項までの規定によるも
のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八
条の二において読み替えて準用する第十二条第一項二
において準用する第十八条第二項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき
事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令
の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。

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

附則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕
附則〔抄〕
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経
過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配
偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第
七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部
分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、
平成十四年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に
対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して
相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における
当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関す
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（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経
過した日から施行する。
（経過措置）
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正
前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の
規定による命令に関する事件については、なお従前の
例による。
附則〔抄〕(平成二五年七月三日法律第七二号)
(施行期日)
１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。

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。
２ この法律において「ストーカー行為」とは、
同一の者に対し、つきまとい等（前項第一号から
第四号までに掲げる行為については、身体の安
全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行
動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよう
な方法により行われる場合に限る。）を反復して
することをいう。

附則〔抄〕(平成二六年四月二三日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第
二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及
び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布
の日
二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十
条まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで
の規定 平成二十六年十月一日

（つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁
止）
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手
方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害
され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚
えさせてはならない。
（警告）
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は
警察署長（以下「警察本部長等」という。）は、
つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に
係る警告を求める旨の申出を受けた場合におい
て、当該申出に係る前条の規定に違反する行為が
あり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当
該行為をするおそれがあると認めるときは、当該
行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定め
るところにより、更に反復して当該行為をしては
ならない旨を警告することができる。
２ 一の警察本部長等が前項の規定による警告
（以下「警告」という。）をした場合には、他の
警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当
該警告に係る前条の規定に違反する行為について
警告又は第六条第一項の規定による命令をするこ
とができない。
３ 警察本部長等は、警告をしたときは、速やか
に、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をし
た者に通知しなければならない。
４ 警察本部長等は、警告をしなかったときは、
速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出を
した者に書面により通知しなければならない。
５ 警察本部長等は、警告をしたときは、速やか
に、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関
する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都
道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。
）に報告しなければならない。
６ 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の
受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公
安委員会規則で定める。

ストーカー行為等の規制等に関す
る法律
平成１２年５月２４日法律第８１号
最終改正：平成２８年１２月１４日法律第１０２
号
（目的）
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する
等ストーカー行為等について必要な規制を行うと
ともに、その相手方に対する援助の措置等を定め
ることにより、個人の身体、自由及び名誉に対す
る危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安
全と平穏に資することを目的とする。
（定義）
第二条 この法律において「つきまとい等」と
は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感
情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨
の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその
配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定
の者と社会生活において密接な関係を有する者に
対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をするこ
とをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさ
がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在す
る場所（以下「住居等」という。）の付近におい
て見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
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 面会、交際その他の義務のないことを行う
ことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたに
もかかわらず、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。
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。

（禁止命令等）
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該
警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違
反する行為をした場合において、当該行為をした
者が更に反復して当該行為をするおそれがあると
認めるときは、当該警告に係る前条第一項の申出
をした者の申出により、又は職権で、当該行為を
した者に対し、国家公安委員会規則で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を命ずることができ
る。
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一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止する
ために必要な事項
２ 公安委員会は、前項の規定による命令（以下「禁
止命令等」という。）をしようとするときは、行政手
続法 （平成五年法律第八十八号）第十三条第一項 の
規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら
ず、聴聞を行わなければならない。
３ 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他
の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、
当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為に
ついて禁止命令等をすることができない。
４ 公安委員会は、第一項の申出を受けた場合におい
て、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命
令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなけ
ればならない。
５ 公安委員会は、第一項の申出を受けた場合におい
て、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その
旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知
しなければならない。
６ 前各項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に
関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
（仮の命令）
第六条 警察本部長等は、第四条第一項の申出を受
けた場合において、当該申出に係る第三条の規定に違
反する行為（第二条第一項第一号に掲げる行為に係る
ものに限る。）があり、かつ、当該行為をした者が更
に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとと
もに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏
若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害さ
れることを防止するために緊急の必要があると認める
ときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第十三
条第一項 の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会
の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めると
ころにより、更に反復して当該行為をしてはならない
旨を命ずることができる。
２ 一の警察本部長等が前項の規定による命令（以
下「仮の命令」という。）をした場合には、他の警察
本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮
の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警
告又は仮の命令をすることができない。
３ 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算
して十五日とする。
４ 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ち
に、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令
に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公
安委員会に報告しなければならない。
５ 公安委員会は、前項の規定による報告を受けた
ときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算
して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならな
い。
６ 行政手続法第三章第二節 （第二十八条を除
く。）の規定は、公安委員会が前項の規定による意見
の聴取（以下「意見の聴取」という。）を行う場合に
ついて準用する。この場合において、同法第十五条第
一項 中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をお
いて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
７ 公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定に

86

違反する行為がある場合において、意見の聴取の結
果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政
手続法第十三条第一項 の規定及び前条第二項の規定
にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をするこ
とができる。
８ 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮
の命令は、その効力を失う。
９ 公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、
意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わ
せなければならない。
１０ 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため
第六項において準用する行政手続法第十五条第三項
の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮
の命令の効力は、第三項の規定にかかわらず、当該仮
の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
１１ 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意
見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会
規則で定める。
（警察本部長等の援助等）
第七条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第三
条の規定に違反する行為（以下「ストーカー行為等」
という。）の相手方から当該ストーカー行為等に係る
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、当該相手方に
対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止す
るための措置の教示その他国家公安委員会規則で定め
る必要な援助を行うものとする。
２ 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たって
は、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な
連携を図るよう努めなければならない。
３ 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、
ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を
講ずるよう努めなければならない。
４ 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項
の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国
家公安委員会規則で定める。
（国、地方公共団体、関係事業者等の支援等）
第八条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等
の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為
等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設によ
る支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等
を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めな
ければならない。
２ 国及び地方公共団体は、前項の支援等を図るた
め、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支
援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置そ
の他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
３ ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関
係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求
めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを
防止するための措置を講ずること等に努めるものとす
る。
４ ストーカー行為等が行われている場合には、当
該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当
該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるも
のとする。
（報告徴収等）

第九条 警察本部長等は、警告又は仮の命令を
するために必要があると認めるときは、その必要
な限度において、第四条第一項の申出に係る第三
条の規定に違反する行為をしたと認められる者そ
の他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を
求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められ
る者その他の関係者に質問させることができる。
２ 公安委員会は、禁止命令等をするために必
要があると認めるときは、その必要な限度におい
て、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関
係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又
は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者そ
の他の関係者に質問させることができる。

面公安委員会に委任することができる。
（方面本部長への権限の委任）
第十二条 この法律により道警察本部長の権限
に属する事務は、政令で定めるところにより、方
面本部長に行わせることができる。
（罰則）
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起す
ることができない。
第十四条 禁止命令等（第五条第一項第一号に
係るものに限る。以下同じ。）に違反してストー
カー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処する。
２ 前項に規定するもののほか、禁止命令等に
違反してつきまとい等をすることにより、ストー
カー行為をした者も、同項と同様とする。

（禁止命令等を行う公安委員会等）
第十条 この法律における公安委員会は、禁止
命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取
に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及
び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項の
申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該禁
止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴
取に係る第三条の規定に違反する行為をした者の
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）の所在地又は当該行為が行われ
た地を管轄する公安委員会とする。
２ この法律における警察本部長等は、警告及び
仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係
る第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居
所若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反す
る行為をした者の住所（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）の所在地又は
当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等と
する。
３ 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場
合において、次に掲げる事由が生じたことを知っ
たときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内
容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する
事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他
の公安委員会に通知しなければならない。ただ
し、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第
五条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している
場合は、この限りでない。
一 当該警告又は仮の命令に係る第四条第一
項の申出をした者がその住所又は居所を他の公
安委員会の管轄区域内に移転したこと。
二 当該申出に係る第三条の規定に違反する
行為をした者がその住所（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）を他の
公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
４ 公安委員会は、前項本文に規定する場合に
おいて、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終
了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係
る禁止命令等をすることができるものとし、同項
の他の公安委員会は、第一項の規定にかかわら
ず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等を
することができないものとする。
５ 公安委員会は、前項に規定する場合におい
て、第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をし
ないときは、速やかに、同項に規定する事項を同
項の他の公安委員会に通知しなければならない。

第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命
令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処す
る。
（適用上の注意）
第十六条 この法律の適用に当たっては、国民
の権利を不当に侵害しないように留意し、その本
来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用
するようなことがあってはならない。
附 則
（施行期日）
１ この法律は、公布の日から起算して六月を
経過した日から施行する。
（条例との関係）
２ 地方公共団体の条例の規定で、この法律で
規制する行為を処罰する旨を定めているものの当
該行為に係る部分については、この法律の施行と
同時に、その効力を失うものとする。
３ 前項の規定により条例の規定がその効力を
失う場合において、当該地方公共団体が条例で別
段の定めをしないときは、その失効前にした違反
行為の処罰については、その失効後も、なお従前
の例による。
（検討）
４ ストーカー行為等についての規制、その相
手方に対する援助等に関する制度については、こ
の法律の施行後五年を目途として、この法律の施
行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に
基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとす
る。
附

則

（平成二五年七月三日法律第七三号）

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して三
月を経過した日から施行する。ただし、第二条の
改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から
起算して二十日を経過した日から施行する。

（方面公安委員会への権限の委任）
第十一条 この法律により道公安委員会の権限
に属する事務は、政令で定めるところにより、方
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（通知に関する経過措置）
第二条 この法律による改正後のストーカー行為等
の規制等に関する法律（以下「新法」という。）第四
条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後に同
条第一項の申出を受けた場合における警告について適
用する。
（条例との関係）
第三条 地方公共団体の条例の規定で、新法で規制
する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に
係る部分については、第二条の改正規定の施行と同時
に、その効力を失うものとする。
２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う
場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定め
をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰に
ついては、その失効後も、なお従前の例による。
（政令への委任）
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の
施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
（検討）
第五条 ストーカー行為等その他の特定の者に対す
る恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされな
かったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該
特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為
の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る
事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が
多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む
全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜ
られるものとする。
２ 政府は、前項の行為の実情等を把握することが
できる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り
方について検討するための協議会の設置、当該行為の
防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見
の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討
に当たって適切な役割を果たすものとする。
附
抄

則

（平成二八年一二月一四日法律第一〇二号）

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日
を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに附
則第四条、第五条及び第六条（銃砲刀剣類所持等取締
法（昭和三十三年法律第六号）第五条第一項第十五号
の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の
規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。）
の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日か
ら施行する。
（罰則に関する経過措置）
第二条 この法律の施行の日前にした第一条の規定
による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法
律（附則第四条において「第一条による改正前の法」
という。）第二条第二項に規定するストーカー行為に
該当する行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
（条例との関係）
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第三条 地方公共団体の条例の規定で、第一条の規
定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する
法律で規制する行為で同法で罰則が定められているも
のを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部
分については、この法律の施行と同時に、その効力を
失うものとする。
２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う
場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定め
をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰に
ついては、その失効後も、なお従前の例による。
（禁止命令等に関する経過措置）
第四条 次に掲げる命令についての第二条の規定に
よる改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律
（以下この条において「第二条による改正後の法」と
いう。）第五条第八項の規定の適用については、同項
中「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ス
トーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正す
る法律（平成二十八年法律第百二号）附則第一条ただ
し書に規定する日から起算して一年を経過する日ま
で」とする。
一 附則第一条ただし書に規定する日前にした第
二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制
等に関する法律（次条において「第二条による改正
前の法」という。）第五条第一項の規定による命令
二 この法律の施行の日前に第一条による改正前
の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対
し、当該命令に係る第一条による改正前の法第三条
の規定に違反する行為について附則第一条ただし書
に規定する日から起算して一年以内にした第二条に
よる改正後の法第五条第一項の規定による命令
２ 前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第
五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令
を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第
一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令
は、その効力を失うものとする。
（仮の命令に関する経過措置）
第五条 附則第一条ただし書に規定する日前にした
第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命
令については、同条第二項から第十一項までの規定
は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合に
おいて、同条第二項中「前項」とあるのは「ストー
カー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法
律（平成二十八年法律第百二号）第二条の規定による
改正前の第六条第一項」と、同条第八項中「したと
き」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁
止命令等をしたとき」と、同条第九項中「場合」とあ
るのは「場合及び前条第三項の規定により禁止命令等
をする場合」とする。
（政令への委任）
第七条 附則第二条から第五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な経過措置（罰則
に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業
生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護
その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず
退職することが多いことその他の家庭生活に関す
る事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を
構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力
と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生
活における活動について家族の一員としての役割
を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行う
ために必要な環境の整備等により、男女の職業生
活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能と
なることを旨として、行われなければならない。
３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ
ては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関
し、本人の意思が尊重されるべきものであること
に留意されなければならない。

平成２７年９月４日法律第６４号
目次
第一章

総則(第一条―第四条)

第二章

基本方針等(第五条・第六条)

第三章

事業主行動計画等

第一節 事業主行動計画策定指針(第七条)
第二節 一般事業主行動計画(第八条―第十四
条)
第三節 特定事業主行動計画(第十五条)

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女
性の職業生活における活躍の推進についての基本
原則(次条及び第五条第一項において「基本原
則」という。)にのっとり、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及
びこれを実施しなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表
(第十六条・第十七条)
第四章 女性の職業生活における活躍を推進する
ための支援措置(第十八条―第二十五条)
第五章

雑則(第二十六条―第二十八条)

(事業主の責務)
第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇
用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する
職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する
労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇
用環境の整備その他の女性の職業生活における活
躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努める
とともに、国又は地方公共団体が実施する女性の
職業生活における活躍の推進に関する施策に協力
しなければならない。

第六章 罰則(第二十九条―第三十四条)

附則
第一章

総則

(目的)
第一条 この法律は、近年、自らの意思によって
職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個
性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍
すること(以下「女性の職業生活における活躍」
という。)が一層重要となっていることに鑑み、
男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十
八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活に
おける活躍の推進について、その基本原則を定
め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を
明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行
動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推
進するための支援措置等について定めることによ
り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点
的に推進し、もって男女の人権が尊重され、か
つ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様
化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊か
で活力ある社会を実現することを目的とする。

第二章

基本方針等

(基本方針)
第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職
業生活における活躍の推進に関する施策を総合的
かつ一体的に実施するため、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方
針」という。)を定めなければならない。
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る基本的な方向
二 事業主が実施すべき女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組に関する基本的な事
項
三 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る施策に関する次に掲げる事項
イ 女性の職業生活における活躍を推進する
ための支援措置に関する事項
ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るため
に必要な環境の整備に関する事項
ハ その他女性の職業生活における活躍の推
進に関する施策に関する重要事項
四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生
活における活躍を推進するために必要な事項

(基本原則)
第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、
職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情
を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、
又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、
昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活
に関する機会の積極的な提供及びその活用を通
じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映
した職場における慣行が女性の職業生活における
活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と
能力が十分に発揮できるようにすることを旨とし
て、行われなければならない。

３
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内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決
定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表し
なければならない。
５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準
用する。

い。これを変更したときも、同様とする。
２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる
事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時
期
３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主
行動計画を定め、又は変更しようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、採用した労
働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務
年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある
労働者に占める女性労働者の割合その他のその事
業における女性の職業生活における活躍に関する
状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推
進するために改善すべき事情について分析した上
で、その結果を勘案して、これを定めなければな
らない。この場合において、前項第二号の目標に
ついては、採用する労働者に占める女性労働者の
割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、
労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性
労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め
なければならない。
４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主
行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働
省令で定めるところにより、これを労働者に周知
させるための措置を講じなければならない。
５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主
行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働
省令で定めるところにより、これを公表しなけれ
ばならない。
６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主
行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般
事業主行動計画に定められた目標を達成するよう
努めなければならない。
７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の
数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指
針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労
働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届
け出るよう努めなければならない。これを変更し
たときも、同様とする。
８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が
一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとす
る場合について、第四項から第六項までの規定は
前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画
を定め、又は変更した場合について、それぞれ準
用する。

(都道府県推進計画等)
第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該
都道府県の区域内における女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する施策についての計画(以下
この条において「都道府県推進計画」という。)
を定めるよう努めるものとする。
２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定
められているときは、基本方針及び都道府県推進
計画)を勘案して、当該市町村の区域内における
女性の職業生活における活躍の推進に関する施策
についての計画(次項において「市町村推進計
画」という。)を定めるよう努めるものとする。
３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又
は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章

事業主行動計画等

第一節

事業主行動計画策定指針

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大
臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組を総合的かつ効果的に実施するこ
とができるよう、基本方針に即して、次条第一項
に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一
項に規定する特定事業主行動計画(次項において
「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関す
る指針(以下「事業主行動計画策定指針」とい
う。)を定めなければならない。
２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲
げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべ
きものを定めるものとする。
一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事
項
二 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の内容に関する事項
三 その他女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組に関する重要事項
３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣
は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更し
たときは、遅滞なく、これを公表しなければなら
ない。

第二節

(基準に適合する一般事業主の認定)
第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項
の規定による届出をした一般事業主からの申請に
基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当
該事業主について、女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状
況が優良なものであることその他の厚生労働省令
で定める基準に適合するものである旨の認定を行
うことができる。

一般事業主行動計画

(一般事業主行動計画の策定等)
第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下
「一般事業主」という。)であって、常時雇用す
る労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行
動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画
(一般事業主が実施する女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以
下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところ
により、厚生労働大臣に届け出なければならな

(認定一般事業主の表示等)
第十条 前条の認定を受けた一般事業主(次条及
び第二十条第一項において「認定一般事業主」と
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いう。)は、商品、役務の提供の用に供する物、
商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しく
は通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項
において「商品等」という。)に厚生労働大臣の
定める表示を付することができる。
２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、
商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を
付してはならない。

募集に従事する者に対する報酬の供与について、
同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項に
おいて準用する同条第二項に規定する職権を行う
場合について、それぞれ準用する。この場合にお
いて、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を
行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律第十二条第四項の
規定による届出をして労働者の募集に従事しよう
とする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労
働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ
るのは「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条
の二の規定の適用については、同法第三十六条第
二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者を
して労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四
十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託
者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
第十二条第四項の規定による届出をして労働者の
募集に従事する者」とする。
７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対
し、第二項の相談及び援助の実施状況について報
告を求めることができる。

(認定の取消し)
第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次
の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認
定を取り消すことができる。
一 第九条に規定する基準に適合しなくなった
と認めるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反
したとき。
三 不正の手段により第九条の認定を受けたと
き。
(委託募集の特例等)
第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中
小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労
働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項
及び次項において同じ。)が、当該承認中小事業
主団体をして女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を
行わせようとする場合において、当該承認中小事
業主団体が当該募集に従事しようとするときは、
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三
十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で
ある中小事業主については、適用しない。
２ この条及び次条において「承認中小事業主団
体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他
の特別の法律により設立された組合若しくはその
連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一
般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員
とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当す
るものに限る。)のうち、その構成員である中小
事業主に対して女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組を実施するための人材確保に関す
る相談及び援助を行うものであって、その申請に
基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を
適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適
合する旨の承認を行ったものをいう。
３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項
に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
は、同項の承認を取り消すことができる。
４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募
集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定
めるところにより、募集時期、募集人員、募集地
域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働
省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけれ
ばならない。
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の
規定による届出があった場合について、同法第五
条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九
条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十
八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五
十一条の二の規定は前項の規定による届出をして
労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定
による届出をして労働者の募集に従事する承認中
小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関す
る調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づ
き当該募集の内容又は方法について指導すること
により、当該募集の効果的かつ適切な実施を図る
ものとする。
(一般事業主に対する国の援助)
第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の
規定により一般事業主行動計画を策定しようとす
る一般事業主又はこれらの規定による届出をした
一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策
定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主
行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように
相談その他の援助の実施に努めるものとする。
第三節

特定事業主行動計画

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの
長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「
特定事業主」という。)は、政令で定めるところ
により、事業主行動計画策定指針に即して、特定
事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職
業生活における活躍の推進に関する取組に関する
計画をいう。以下この条において同じ。)を定め
なければならない。
２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる
事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時
期
３
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特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定める
ところにより、採用した職員に占める女性職員の
割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状
況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割
合その他のその事務及び事業における女性の職業
生活における活躍に関する状況を把握し、女性の
職業生活における活躍を推進するために改善すべ
べき事情について分析した上で、その結果を勘案
して、これを定めなければならない。この場合に
おいて、前項第二号の目標については、採用する
職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年
数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に
ある職員に占める女性職員の割合その他の数値を
用いて定量的に定めなければならない。
４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、
又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周
知させるための措置を講じなければならない。
５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、
又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。
６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事
業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し
なければならない。
７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく
取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に
定められた目標を達成するよう努めなければなら
ない。
第四節

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活
躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業
生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族
その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹
介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置
を講ずるよう努めるものとする。
３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る
事務の一部を、その事務を適切に実施することが
できるものとして内閣府令で定める基準に適合す
る者に委託することができる。
４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する
者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由
なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。
(財政上の措置等)
第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の
推進に関する地方公共団体の施策を支援するため
に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう
努めるものとする。
(国等からの受注機会の増大)
第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の
推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発
金融公庫その他の特別の法律によって設立された
法人であって政令で定めるものをいう。)の役務
又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意
しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活
における活躍に関する状況又は女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が優
良な一般事業主(次項において「認定一般事業主
等」という。)の受注の機会の増大その他の必要
な施策を実施するものとする。
２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一
般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施
策を実施するように努めるものとする。

女性の職業選択に資する情報の公表

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報
の公表)
第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主
は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生
活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資
するよう、その事業における女性の職業生活にお
ける活躍に関する情報を定期的に公表しなければ
ならない。
２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生
労働省令で定めるところにより、職業生活を営
み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ
う、その事業における女性の職業生活における活
躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなけ
ればならない。

(啓発活動)
第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業
生活における活躍の推進について、国民の関心と
理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必
要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組に資するよう、国内外におけ
る女性の職業生活における活躍の状況及び当該取
組に関する情報の収集、整理及び提供を行うもの
とする。

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報
の公表)
第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ
ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女
性の職業選択に資するよう、その事務及び事業に
おける女性の職業生活における活躍に関する情報
を定期的に公表しなければならない。

(協議会)
第二十三条 当該地方公共団体の区域において女
性の職業生活における活躍の推進に関する事務及
び事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下こ
の条において「関係機関」という。)は、第十八
条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第
二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係
る事例その他の女性の職業生活における活躍の推
進に有用な情報を活用することにより、当該区域
において女性の職業生活における活躍の推進に関
する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす
るため、関係機関により構成される協議会(以下
(以下「協議会」という。)を組織することができ

第四章 女性の職業生活における活躍を推進する
ための支援措置
(職業指導等の措置等)
第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を
推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、
創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。
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る。
２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共
団体の区域内において第十八条第三項の規定によ
る事務の委託がされている場合には、当該委託を
受けた者を協議会の構成員として加えるものとす
る。
３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると
認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員と
して加えることができる。
一 一般事業主の団体又はその連合団体
二 学識経験者
三 その他当該関係機関が必要と認める者
４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以
下この項において「関係機関等」という。)が相
互の連絡を図ることにより、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関
等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に
応じた女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組について協議を行うものとする。
５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団
体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を
公表しなければならない。

る。
一
二

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者
は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処
する。
一 第十二条第四項の規定による届出をしない
で、労働者の募集に従事した者
二 第十二条第五項において準用する職業安定
法第三十七条第二項の規定による指示に従わな
かった者
三 第十二条第五項において準用する職業安定
法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項の規定に違反した者
二 第十二条第五項において準用する職業安定
法第五十条第一項の規定による報告をせず、又
は虚偽の報告をした者
三 第十二条第五項において準用する職業安定
法第五十条第二項の規定による立入り若しくは
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし
た者

(秘密保持義務)
第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議
会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、
協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑
を科する。

(協議会の定める事項)
第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会
の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定
める。

第五章

第十八条第四項の規定に違反した者
第二十四条の規定に違反した者

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせ
ず、
又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料
に処する。

雑則

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に
関し必要があると認めるときは、第八条第一項に
規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は
助言、指導若しくは勧告をすることができる。

附

則

抄

(権限の委任)
第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に
規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で
定めるところにより、その一部を都道府県労働局
長に委任することができる。

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

(政令への委任)
第二十八条 この法律に定めるもののほか、この
法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(この法律の失効)
第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日
限り、その効力を失う。

第六章

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務
に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘
密については、同条第四項の規定(同項に係る罰
則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項
に規定する日後も、なおその効力を有する。

罰則

第二十九条 第十二条第五項において準用する職
業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停
止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
る。

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に
関して知り得た秘密については、第二十四条の規
定(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
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効力を有する。
４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の
適用については、この法律は、第一項の規定にか
かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力
を有する。

第一条 この条例は、男女共同参画の推進に関
し、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務
を明らかにし、並びに男女共同参画の推進に関す
る施策について必要な事項を定めることにより、
男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て豊かで活力ある地域社会の実現に寄与すること
を目的とする。

(政令への委任)
第三条 前条第二項から第四項までに規定するも
ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は、政令で定める。

（定義）
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成
員として、自らの意思によって社会のあらゆる
分野における活動に参画する機会が確保され、
もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及
び文化的利益を享受することができ、かつ、共
に責任を担うことをいう。
二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会
に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲
内において、男女のいずれか一方に対し、当該
機会を積極的に提供することをいう。
三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動
に対する相手方の対応によって不利益を与え、
又は性的な言動により相手方の生活環境を害す
ることをいう。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過し
た場合において、この法律の施行の状況を勘案
し、必要があると認めるときは、この法律の規定
について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。

埼玉県男女共同参画推進条例
平成12年3月24日
埼玉県条例第12号

（基本理念）
第三条 男女共同参画の推進は、男女の個人とし
ての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であ
るか間接的であるかを問わず性別による差別的取
扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発
揮する機会が確保されること、女性に対する暴力
が根絶されることその他の男女の人権が尊重され
ることを旨として、行われなければならない。
２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別によ
る固定的な役割分担等に基づく社会における制度
又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択
に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されな
ければならない。
３ 男女共同参画の推進は、県における政策又は
民間の団体における方針の立案及び決定に、男女
が共同して参画する機会が確保されることを旨と
して、行われなければならない。
４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女
が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家
族の介護その他の家庭生活における活動及び社会
生活における活動に対等に参画することができる
ようにすることを旨として、行われなければなら
ない。
５ 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生
殖に関する健康と権利が尊重されることを旨とし
て、行われなければならない。
６ 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会
における取組と密接な関係を有していることにか
んがみ、男女共同参画の推進は、国際的な協力の
下に行われなければならない。

個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうた
われており、男女平等の実現については、国際婦
人年以来、国際連合が「平等・開発・平和」の目
標を掲げ、各国が連帯して取り組んでいる。
また、あらゆる分野における女性に対する差別の
解消を目指して、女子に対するあらゆる形態の差
別の撤廃に関する条約を軸に男女平等のための取
組が積極的に展開され、国内及び県内においても
進められてきた。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意
識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、
真の男女平等の達成には多くの課題が残されてい
る。
一方、現在の経済・社会環境は、急激な少子・
高齢化の進展をはじめ、情報化、国際化など多様
な変化が生じている。
特に、埼玉県においては、核家族世帯率が高
く、女性の労働力率が出産・子育て期に大きく低
下する傾向があり、また、男性は通勤時間が長
く、家事・育児・介護等の家庭生活における参画
が必ずしも十分ではない。
こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会
を築いていくためには、男女が、社会的文化的に
形成された性別の概念にとらわれず、その個性と
能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画
できる男女共同参画社会の実現が重要である。
ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を
目指すことを決意し、男女共同参画の推進につい
ての基本理念を明らかにしてその方向を示し、男
女共同参画を総合的かつ計画的に推進することに
より、豊かで活力ある二十一世紀の埼玉を築くた
め、この条例を制定する。

（県の責務）
第四条 県は、男女共同参画の推進を主要な政策
として位置付け、前条に定める基本理念（以下
「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参
画の推進に関する施策（積極的格差是正措置を含

（目的）
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六 男女共同参画の取組を普及させるため、当該
取組を積極的に行っている事業者の表彰等を行う
こと。
七 民間の団体が行う男女共同参画の推進に関す
る活動に資するため、情報の提供その他の必要な
措置を講ずること。
八 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必
要な事項及び男女共同参画の推進を阻害する問題
についての調査研究を行うこと。

む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施す
るものとする。
２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、市町
村、事業者及び県民と連携して取り組むものとす
る。
３ 県は、第一項に規定する施策を総合的に企画
し、調整し、及び推進するために必要な体制を整
備するとともに、財政上の措置等を講ずるように
努めるものとする。

（埼玉県男女共同参画審議会）
第十条 埼玉県男女共同参画審議会（第十二条第
三項において「審議会」という。）は、男女共同
参画の推進に資するために、次に掲げる事務を行
う。
一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に
関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を
調査審議すること。
二 男女共同参画の推進に関する施策の実施状
況について、必要に応じ、調査し、及び知事に
意見を述べること。

（事業者の責務）
第五条 事業者は、基本理念にのっとり、その事
業活動を行うに当たっては、男女が共同して参画
することができる体制の整備に積極的に取り組む
とともに、県が実施する男女共同参画の推進に関
する施策に協力するように努めなければならな
い。
（県民の責務）
第六条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職
場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野に、
自ら積極的に参画するとともに、県が実施する男
女共同参画の推進に関する施策に協力するように
努めなければならない。

（総合的な拠点施設の設置）
第十一条 県は、男女共同参画社会の実現に向け
た施策を実施し、並びに県民及び市町村による男
女共同参画の取組を支援するための総合的な拠点
施設を設置するものとする。

（性別による権利侵害の禁止）
第七条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等
において、女性に対する暴力を行ってはならな
い。
２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等にお
いて、セクシュアル・ハラスメントを行ってはな
らない。

（基本計画の策定）
第十二条 知事は、男女共同参画の推進に関する
施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共
同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本
計画」という。）を策定するものとする。
２ 基本計画は、次に掲げる事項について定める
ものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画
の推進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の
推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項
３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、
県民の意見を聴くとともに、審議会に諮問しなけ
ればならない。
４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やか
にこれを公表するものとする。
５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準
用する。

（公衆に表示する情報に関する留意）
第八条 何人も、公衆に表示する情報において、
性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴
力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の
性的な表現を行わないように努めなければならな
い。
（県の施策）
第九条 県は、本県の特性を踏まえ、男女共同参
画を推進するため、次に掲げる施策等を行うもの
とする。
一 男女が共に家庭生活及び職業生活を両立する
ことができるように、その支援を行うように努め
ること。
二 広報活動等の充実により、男女共同参画に関
する事業者及び県民の理解を深めるとともに、学
校教育をはじめとするあらゆる分野の教育におい
て、男女共同参画を促進するための措置を講ずる
ように努めること。
三 あらゆる分野における活動において、男女間
に参画する機会の格差が生じている場合、事業者
及び県民と協力し、積極的格差是正措置が講ぜら
れるように努めること。
四 審議会等における委員を委嘱し、又は任命す
る場合にあっては、積極的格差是正措置を講ずる
ことにより、できる限り男女の均衡を図ること。
五 女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラス
メントの防止に努め、並びにこれらの被害を受け
た者に対し、必要に応じた支援を行うように努め
ること。

（苦情の処理）
第十三条 知事は、県が実施する男女共同参画の
推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に
影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又
は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人
権が侵害された場合の事案について、県内に住所
を有する者又は在勤若しくは在学する者（次項に
おいて「県民等」という。）からの申出を適切か
つ迅速に処理するための機関を設置するものとす
る。
２ 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進
に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響
を及ぼすと認められる施策について苦情がある場
合、又は男女共同参画の推進を阻害する要因に
よって人権を侵害された場合には、前項の機関に

95

申し出ることができる。
３ 第一項の機関は、前項の規定に基づき苦情が
ある旨の申出があった場合において、必要に応じ
て、前項の施策を行う機関に対し、説明を求め、
その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又
はその写しの提出を求め、必要があると認めると
きは、当該機関に是正その他の措置をとるように
勧告等を行うものとする。
４ 第一項の機関は、第二項の規定に基づき人権
を侵害された旨の申出があった場合において、必
要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で
資料の提出及び説明を求め、必要があると認める
ときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行う
ものとする。

（目的）
第１条 この条例は、鶴ヶ島市における男女共同
参画に関する基本理念、市、市民、事業者及び教
育に携わる者の責務並びに男女共同参画社会の実
現に向けた施策の基本的事項を定めることによ
り、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進する
ことを目的とします。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによりま
す。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員
として、自らの意思によって家庭、地域、職場、
学校その他の社会のあらゆる分野（以下「社会の
あらゆる分野」という。）における活動に参画す
る機会が確保され、政治、経済、社会、文化など
の面で等しく利益を受け、共に責任を担うことを
いいます。
(2) ジェンダー 生物学的な性とは別に、男らし
さ、女らしさなどの経済的、社会的又は文化的に
培われてきた性の有りようをいいます。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に
より、相手に不快感や不利益を与えたり、相手の
生活環境を害したりすることをいいます。
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋
人その他の親密な関係にある者又は過去に配偶
者、恋人その他の親密な関係にあった者からの身
体的、精神的、経済的又は言語的な暴力をいいま
す。
(5) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会について男女間の格差が見
られる場合に、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
ことをいいます。

（年次報告）
第十四条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状
況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状
況を明らかにする報告書を作成し、及び公表する
ものとする。
（委任）
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第十三条の規定は、同年十月一日から施
行する。

鶴ヶ島市男女共同参画推進条例

（基本理念）
第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項
を基本理念として行われなければなりません。
(1) すべての人が、性別による差別的な取扱いを
受けず、能力を発揮する機会が保障され、一人の
人間として尊重されること。
(2) ジェンダーに基づいた社会の制度又は慣行
が、男女共同参画社会の実現を阻害することのな
いように配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、社会の
あらゆる分野における活動並びに方針の立案及び
決定に参画する機会が確保されること。
(4) すべての人が、それぞれの性を理解し、妊
娠、出産などの性に関することについての自らの
意思が尊重され、生涯を通じて健康な生活を営む
ことができるよう配慮されること。
(5) 男女共同参画社会を実現するための取組に際
しては、国際社会の動向に配慮すること。
(6) すべての人が、男女共同参画社会の実現に向
けた自らの責務を自覚し、社会のあらゆる分野に
おいて、主体的にその役割を果たすこと。

平成22年3月24日
鶴ヶ島市条例第1号
日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等が
うたわれ、性別によっても、政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されないことが規定さ
れています。また、男女共同参画社会基本法で
は、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
要課題と位置付けており、さまざまな取組が進め
られています。
鶴ヶ島市は、市民との協働により男女共同参画
の推進に取り組んでいますが、子育て期における
女性の労働力率の向上をはじめ、社会における重
要な意思決定への女性の参画の促進、女性への暴
力の防止などの解決しなければならない課題も残
されています。
私たちのまちが少子高齢化や社会経済構造の変
化に対応し、豊かで活力のあるまちとしてさらに
発展していくためには、すべての人の個性と人権
が尊重され、男女が、共に、平等に、生き生きと
暮らせる社会を築く必要があります。
市民と市が一体となって男女共同参画を推進
し、男女共同参画社会を実現するため、ここに、
この条例を制定します。

（市の責務）
第４条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策
として位置付け、前条の基本理念（以下「基本理
念」という。）に基づき、次に掲げる事項に取り
組むものとします。
(1) 男女共同参画の推進のために必要な体制の整
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備、財政上の措置その他の措置を講ずること。
(2) すべての人が、性別にかかわりなく、家庭
生活、地域活動、仕事等の調和を図ることがで
きるよう、環境の整備を進めるとともに、必要
な支援
を行うこと。
(3) 市民、事業者及び教育に携わる者のほか、
国、埼玉県その他関係団体と連携し、男女共同
参画の
推進を図ること。
(4) 自らの組織運営において、率先して男女共
同参画を推進すること。

る施策を総合的かつ計画的に実施するため、男
女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８
号）第１４条第３項に規定する市町村男女共同
参画計画を策定するものとします。
（拠点施設）
第１１条 市は、男女共同参画の推進に関する
施策を実施し、市民、事業者及び教育に携わる
者による男女共同参画の推進に関する取組を支
援するため、拠点となる施設を設置するものと
します。
（広報、啓発及び活動の支援）
第１２条 市は、男女共同参画に関する理解を
深めるため、広報活動、学習の機会の提供その
他の措置を講ずるとともに、市民、事業者及び
教育に携わる者が男女共同参画社会の実現を目
指す活動に対し、支援を行うものとします。

（市民の責務）
第５条 市民は、基本理念に基づき、次に掲げ
る事項に取り組むものとします。
(1) 男女共同参画に関する理解を深め、社会の
あらゆる分野において男女共同参画の推進に努
めること。
(2) 性別にかかわりなく、家庭生活、地域活
動、仕事等の調和を図ることができるよう努め
ること。
(3) 市が行う男女共同参画の推進に関する施策
に協力するよう努めること。

（積極的改善措置）
第１３条 市は、自らの組織運営において、積
極的改善措置を講ずるものとします。
２ 市は、市民、事業者及び教育に携わる者と
協力し、積極的改善措置が講じられるよう促す
ものとします。

（事業者の責務）
第６条 事業者は、基本理念に基づき、次に掲
げる事項に取り組むものとします。
(1) 雇用、労働及び男女共同参画に関する法令
を遵守し、労働環境における男女共同参画の推
進に努めること。
(2) 従業員などが、性別にかかわりなく、家庭
生活、地域活動、仕事等の調和を図ることがで
きるよう、体制づくりに努めること。
(3) 市が行う男女共同参画の推進に関する施策
に協力するよう努めること。

（鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会）
第１４条 市長は、男女共同参画の推進に関す
る重要事項及び第１１条に規定する拠点となる
施設の運営に関する基本的事項についての調
査、審議などを行うため、鶴ヶ島市男女共同参
画推進委員会（以下「委員会」という。）を設
置します。
（委員会の組織）
第１５条 委員会は、委員１０人以内で組織し
ます。
２ 委員は、市民、事業者、教育に携わる者及
び男女共同参画の推進に関し識見を有する者の
うちから、市長が委嘱します。

（教育に携わる者の責務）
第７条 教育に携わる者は、男女共同参画社会
の実現に向けた教育の重要性を踏まえ、基本理
念に基づき、次に掲げる事項に取り組むものと
します。
(1) 男女共同参画に関する理解を深め、男女共
同参画社会の実現を促進する教育を行うよう努
めること。
(2) 市が行う男女共同参画の推進に関する施策
に協力するよう努めること。

（委員の任期）
第１６条 委員の任期は２年とします。ただ
し、再任を妨げません。
２ 委員に欠員が生じた場合における補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間とします。
（意見の提出等）
第１７条 市が行うすべての施策について、男
女共同参画の視点から意見のある者は、市長に
当該意見を提出することができます。
２ 市長は、前項の規定により提出された意見
への対応の方針又は結果について、委員会に意
見を求めることとします。

（性別による差別的な取扱い等の禁止）
第８条 すべての人は、社会のあらゆる分野に
おいて、次に掲げる行為を行ってはなりませ
ん。
(1) 直接的又は間接的な性別による差別的な取
扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンスその他の性
別に起因する暴力

（委任）
第１８条 この条例に定めるもののほか、この
条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めま
す。
附 則
１ この条例は、平成２２年４月１日から施行
します。ただし、第１４条から第１６条まで及
び第１７条第２項並びに次項の規定は、同年７
月１日から施行します。
２ 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条
例

（公衆に表示する情報に関する留意）
第９条 すべての人は、公衆に表示するあらゆ
る情報において、性別による固定的な役割分担
及び前条各号に掲げる行為を助長し、及び連想
させる表現並びに過度の性的な表現を行わない
よう努めるものとします。
（男女共同参画計画）
第１０条 市長は、男女共同参画の推進に関す
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（昭和４４年条例第１号）の一部を次のように改正
する。
別表行政改革監視委員会（注）の項の次に次の
ように加える。
［次のよう］略
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関連年表
年

号

国際的な動き

国の動き

1945年（昭和20年）

○国連憲章採択

○衆院法改正（成年女子
に参政権）

1946年（昭和21年）

○国連に「婦人の地位委員
会」設置

○戦後初の総選挙で女性
の選挙権が行使され、女
性国会議員39名当選

1947年（昭和22年）

県の動き

市の動き

○日本国憲法施行
○民法改正・家制度廃止

1948年（昭和23年）

○第３回国連総会で「世界
人権宣言」採択

1963年（昭和38年）

○村議会に女性議員１名
当選

1967年

(昭和42年)

○第22回国連総会で「婦人
に対する差別撤廃宣言 」採
択

1975年

(昭和50年)

○国際婦人年世界会議（メ
キシコ・シティ）で「世界
行動計画」を採択

1976年
（昭和51年）

○「婦人問題企画推進本
部」発足
○
総理府婦人問題担当室設
置
○民法一部改正（離婚後
の氏の選択自由に）

○町議会に女性議員２名
当選

○生活福祉部婦人児童課
に婦人問題担当副参事設
置

○第１回日本婦人問題会
議（労働者）
1977年
（昭和52年）

○国内行動計画策定
○国立婦人教育会館が嵐
山町に開館

1978年
（昭和53年）

国

○婦人問題庁内連絡会議
設置
○第１回埼玉県婦人問題
協議会

1979年
（昭和54年）

○第34回国連総会で「女子
差別撤廃条約」採択

1980年
（昭和55年）

○「国連婦人の十年」中間
年世界会議開催
（コペンハーゲン）
女子差別撤廃条約の署名式

連

○企画財政部に婦人問題
企画室長設置

○県民部に婦人問題企画
室長設置
○民法一部改正
（配偶者の法定相続分
1/3→1/2）

○町議会に女性議員２名
当選

○「婦人の地位向上に関
する埼玉県計画｣策定
○県民部婦人対策課設置
○婦人関係行政推進会議
設置

婦
人
の

1981年
（昭和56年）

十
年

○ IL Ｏ 第 156 号 条 約 の 採 択
（ＩＬＯ総会）
（男女労働者特に家庭責任
を有する労働者の機会均等
及び均等待遇に関する条
約）

1983年
(昭和58年)

○町議会に女性議員２名
当選

1984年
（昭和59年）

○国籍法及び戸籍法一部
改正
（子の戸籍：父系血統主
義→父母両系主義）

1985年
（昭和60年）

○「国連婦人の十年」最終 ○「女子差別撤廃条約」
年世界会議開催(ナイロビ)、 批准
「ナイロビ将来戦略」の採
択
○「男女雇用機会均等
法」成立
○労働基準法一部改正
(施行は翌年）
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○「婦人の地位向上に関
する埼玉県計画（修正
版）」策定

○鶴ヶ島町総合計画に
「婦人の地位向上」につ
いて記述

○企画財政課に婦人問題
連絡窓口を設置

年

号

国際的な動き

国の動き

1986年（昭和61年）

県の動き
○「男女平等社会確立 の
ための埼玉県計画」策定

1987年（昭和62年）

○「 西 暦2000年 に 向け て
の新国内行動計画」策定

○「婦人対策課」を「 婦
人行政課」に名称変更

1988年（昭和63年）

○町議会に女 性議員２ 名
当選
○働く婦人の家
「ハーモニー」開館

1989年（平成元年）

1990年（平成2年）

市の動き

○法例一部改正
（婚姻、親子関係等に つ
いての男性優先規定の 改
正等）
○「ナイロビ将来戦略に
関する第1回見直しと評価
に伴う勧告及び結論」採
択
（国連・経済社会理事
会）

○「男女平等社会確立の
ための埼玉県計画（修正
版）」策定

○ILO第171号条約
（夜業に関する）
採択 （ILO総会）
1991年（平成3年）

○「 西 暦2000年 に 向け て
の新国内行動計画（第 一
次改定）」策定

○婦人行政課を女性政 策
課に名称変更

○「鶴ヶ島町 総合計画 」
の施策に「男 女平等社 会
の実現」を掲 げ、推進 を
図る

○育児休業法成立（施 行
は翌年）

1992年（平成4年）
1993年（平成5年）

1994年（平成6年）

1995年（平成7年）

○町議会に女 性議員４ 名
当選

○初の婦人問題担当大 臣
設置
○世界人権会議（ウ
ィーン）
○「女性に対する暴力撤
廃宣言」採択
（国連総会）
○ILO第175号条約
（パートタイム労働に関
する）採択（ILO総会）

○パートタイム労働法 成
立

○総理府男女共同参画 室
発足

○国際人口・開発会議開
催（カイロ）

○内閣総理大臣の諮問 機
関として男女共同参画 審
議会設置

○社会開発サミット開催
（コペンハーゲン）

○育児・介護休業法
成立

○第4回国連世界女性会議
開催（北京）
「行動綱領」「北京宣
言」の採択

○ILO第156回条約批准

○「2001 彩 の国 男 女共 同
参画プログラム｣策定

○市議会に女 性議員４ 名
当選
○自治振興課 女性政策 担
当設置
○男女平等社 会に向け て
の市民意識調 査市民懇 談
会設置
○「男女平等 に関する 市
民意識調査」実施

1996年（平成8年）

○「男女共同参画
2000年プラン」策定

1997年（平成9年）

○労働基準法一部改正
（女子保護規定の廃止
等：施行は平成11年）

○県民部女性政策課か ら
環境生活部女性政策課 に
組織変更

○男女雇用機会均等法 一
部改正（セクハラにつ い
ての事業主配慮義務を 規
定：一部を除き平成11 年
施行）

○女性関係行政推進会 議
を男女共同参画推進会 議
に改組
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○男女共生フ ォーラム 開
催（平成13年 まで年１ 回
開催）

○女性センター（仮称 ）
基本構想策定

○「つるがし ま男女共 同
参画プラン」策定
○女性情報紙 「スピカ 」
発行（平成12 年まで年 １
回発行）

年

号

国際的な動き

国の動き

1998年（平成10年）

県の動き

市の動き

○女性センター（仮称）
基本計画策定

○政策推進課に女性政策
担当を統合
○働く婦人の家を女性セ
ンターに改称

1999年（平成11年）

2000年（平成12年）

○「女性に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関
する条約選択議定書」採
択

○男女共同参画社会基本
法成立

○国連特別総会「女性
2000 年 会 議 」 開 催
（ニューヨーク）「政治
宣言」「成果文書」の採
択

○「男女共同参画基本計
画」策定

○「埼玉県男女共同参画
推進条例」施行

○「セクシュアル・ハラ
スメントの防止等に関す
る要綱」制定

○「ストーカー行為等の
規制等に関する法律」施
行
○内閣府に男女共同参画
局設置

○女性政策課を男女共同
参画課に名称変更

○「男女共同参画に関す
る市民意識調査」実施

○「埼玉県男女共同参画
推進プラン2010」策定

○「市刊行物作成の手引
き」作成

○埼玉県男女共同参画推
進セ ン ター （With Youさ
いたま）開設

○「つるがしま男女共同
参画プラン（第２次）」
策定

2001年（平成13年）

○市議会に女性議員５名
当選

○児童買春・児童ポルノ
禁止法成立

○男女共同参画会議設置
○「配偶者からの暴力防
止及び被害者の保護に関
する法律」成立
2002年（平成14年）

2003年（平成15年）

○「次世代育成支援対策
推進法」成立

○男 女 共 同 参 画 週 間
「ハーモニーふれあい
ウィーク」開催
（以後年１回開催）
○市民生活部産業振興課
女性センターから総合政
策部政策推進課女性セン
ターに組織変更
○市議会に女性議員６名
当選

2004年（平成16年）

○「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に
関する法律の一部を改正
する法律」成立

○女性センター運営委員
会より提言（今後の女性
センターの運営につい
て）
○鶴ヶ島市市民意識調査
を実施

2005年（平成17年）

○第49回国連婦人の地位
委員会（北京＋10）開催

○「男女共同参画基本計
画(第２次)｣策定

2006年（平成18年）

○「男女雇用機会均等
法」一部改正（男性に対
する差別の禁止、間接差
別の禁止等：施行は翌
年）

2007年（平成19年）

○「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に
関する法律の一部を改正
する法律」一部改正

○「配偶者等からの暴力
防止及び被害者支援基本
計画」策定

○「鶴ヶ島市職員旧姓使
用取扱要綱」制定

○「つるがしま男女共同
参画プラン（第３次）」
策定
○市議会に女性議員４名
当選
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年

号

国際的な動き

国の動き

県の動き

2008年（平成20年）

○「鶴ヶ島市要保護児童
対策及び配偶者からの暴
力被害者保護対策地域協
議会」設置
（平成22年に「鶴ヶ島市
要保護児童等対策地域協
議会」に名称変更）

2009年（平成21年）

2010年（平成22年）

市の動き

○女子差別撤廃委員会の
総括所見公表

○第54回国連婦人の地位
委員会（北京＋15）開催

○「配偶者等からの暴力
防止及び被害者支援基本
計画（第2次）」策定

○「男女共同参画基本計
画（第３次）」策定

○「鶴ヶ島市男女共同参
画推進条例」施行
○「鶴ヶ島市女性セン
ター条例」一部改正
（女性センターを男女共
同参画を推進する拠点施
設として位置づける）

2011年（平成23年）

○鶴ヶ島市男女共同参画
推進委員会設置
○市議会に女性議員３名
当選

2012年（平成24年）

○第56回国連婦人の地位
委員会「自然災害におけ
るジェンダー平等と女性
のエンパワーメント」決
議案採択

○ウーマノミクス課設置
○「埼玉県男女共同参画
基本計画（平成24～28年
度）」策定
○「配偶者等からの暴力
防止及び被害者支援基本
計画（第３次）」策定

2013年（平成25年）

○「つるがしま男女共同
参画推進プラン（第４
次）」策定
○鶴ヶ島市防災会議に女
性委員3名委嘱

○「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に
関する法律の一部を改正
する法律」成立
○「ストーカー行為等の
規制等に関する法律の一
部を改正する法律」成立

2014年（平成26年）

2015年（平成27年）

○第58回国連婦人の地位
委員会「自然災害におけ
るジェンダー平等と女性
のエンパワーメント」決
議案採択
○第59回国連婦人の地位
委員会（北京＋20）開催

○「女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する
法律」成立

○市議会に女性議員２名
当選

○「男女共同参画基本計
画（第４次）」策定
2016年（平成28年）
○「ストーカー行為等の
規制等に関する法律の一
部を改正する法律」成立

2017年（平成29年）

○「つるがしま男女共同
参画推進プラン（第５
次）」策定
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用語解説
行

用 語

解

説

頁

人が本来持っている力を引き出し、取り戻していくための、「人と人との関わり
あ

エンパワーメ （関係性）」をいいます。女性のエンパワーメントは、女性が自分自身の生活と
ント
人生を決定する権利と能力を持ち、様々なレベルの意思決定過程に参画し、

8

社会的・経済的・政治的な状況を変えていく力を持つことを意味します。

※現在は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律」に名称変更
雇用の分野 通称、男女雇用機会均等法。憲法第１４条「法の下の男女平等」を雇用の分
における男女 野で具体化する法律で、労働者は性別によって差別されることなく、女性労働
の均等な機 者は母性を尊重されつつ働くことができるという基本理念を掲げています。女
会及び待遇 子差別撤廃条約の批准に向けて雇用の分野における女性差別の解消を目指
の確保等女 し、昭和６０年（１９８５年）に「勤労婦人福祉法」（昭和４７年７月１日公布、施
子労働者の 行）を、抜本的に見直し改題しました（翌年４月１日施行）。平成９年の大幅改

10

福祉の増進 正ではポジティブ・アクション、セクシュアル・ハラスメント対策が盛り込まれ現
に関する法 在の名称になりました（平成１０年４月１日施行）。平成１８年の改正では、表面
か

律

上は差別に見えない慣行や基準が実際には一方の性に不利益となる「間接
差別」の禁止、男性への差別禁止が盛り込まれました（平成１９年４月１日施
行）。平成２８年の改正でマタニティ・ハラスメント防止が盛り込まれました（平成
２９年１月１日施行）。
（巻末に掲載）

国や地方公共団体等の役務又は物件の調達のことです。
女性活躍推進法では、国は、公共調達に関し、予算の適正な使用に留意しつ
公共調達

つ、同法に定める基準を満たす事業主等の受注の機会の増大その他の必要 41
な施策を実施することとし、地方公共団体も国に準じた施策を実施するよう努
めることとしています。
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行

用 語

解

説

頁

女子高生＝ＪＫを取り巻くビジネス。女子高生と時間いくらでデートをする「ＪＫ
（女子高生）お散歩」などのＪＫビジネスは、買売春の温床にもなっています。Ｊ
ＪＫビジネス

Ｋビジネスには「性を売り物に安易にお金を得ることを覚える子ども」、「それ
を買う大人」だけではなく、「両者をつなげて稼ぐ業者」という三者が存在し、

52

さらにスマートフォンが普及したことで少女たちの勧誘が容易になったことも
問題点と指摘されています。
人間には生まれついての「生物学的性別（セックス/ｓｅｘ）」があります。一方、

ジェンダー

社会的通念や慣習の中には、社会的・文化的に作り上げられた男性像、女

1

性像があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別

裏

（ジェンダー/ｇｅｎｄｅｒ）」といいます。ジェンダーは、それ自体に良い、悪いの
価値を含むものではなく、国際的にも使われています。
平成２７年度に、鶴ヶ島市が女性の就労支援に役立てることを目的に、市内
さ
女性が働くこと
に関する意
識.・実態調査

の満２０歳以上５０歳未満の女性２，０００人を対象に行った調査。この調査か
ら、①社会には（家庭にも）依然として家事・育児・介護は女性が担うといった
性別役割分担意識が根強く残っていること、②企業が求める働き方が従来の

16

男性中心型であること、そのために③子育てしながら女性が正社員として働
き続けることが困難であることなどが確認できました。

ストーカー行
為

ストーカー行
為等の規制等
に関する法律

特定の人に対する好意の感情、またはその好意がかなわなかったことに対す
る怨念の感情により、つきまとい、まちぶせ、押しかけや無言電話、Twitterや

1

LINE、ブログなどネット上での嫌がらせなどを、繰り返し行うことをいいます。
通称、ストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法され、
平成１２年（２０００年）に施行されました。規制対象となる行為は、恋愛感情な
どの好意の感情に基づくものに限定されており、女性だけでなく男性も保護
対象であり加害者が同性でも適用されます。（巻末に掲載）
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用 語
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説

頁

セクシュアル・マイノリティの日本語訳。性的少数派、性的マイノリティ、ジェン
性的少数者

ダー・マイノリティとも言われます。一般的に同性愛者、両性愛者、トランス

35

ジェンダー（性同一性障害の当事者含む）などが含まれます。
通称、「セクハラ」。継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相
セクシュアル・ 手の意思に反して行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある
ハラスメント

41

者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における
構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものです。

女性差別の撤廃を定めた多国間条約で、通称、「女子差別撤廃条約」。１９７
９年（昭和５４年）、国連総会で日本を含む１３０か国の賛成によって採択され、
１９８１年（昭和５６年）に発効しました。前文および３０か条から成り、政治的・
女子に対する 経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を
さ あらゆる形態 達成するために教育の分野も含めて、いずれかの性別の優位や性役割に由

7

の差別の撤廃 来する固定観念の撤廃など必要な措置を定めています。この条約の特徴は、
に関する条約 法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれる
と規定している点です。また、私人間および私的分野も含めた差別撤廃義務
を締約国に課しています。※日本は１９８０年（昭和５５年）に署名し、１９８５年
（昭和６０年）に批准しています。（巻末に掲載）
通称、「女性活躍推進法」。女性の活躍推進について定める法律。平成２７
女性の職業生
活における活
躍の推進に関
する法律

年９月４日公布、平成２８年４月１日施行。１０年間の時限立法です。事業主
には、自社の女性の活躍に関する①状況把握・課題分析、②課題分析を踏
まえた行動計画の策定・届出・公表等を義務付け（ただし３００人以下の中小

企業は努力義務）、地方公共団体には、区域内における推進計画の策定を
義務付けており、各々、結果を出すために積極的に関わることを求めていま
す。（巻末に掲載）
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行

用 語
鶴ヶ島市要保
護児童及び配
偶者からの暴
力被害者保護
対策地域協議
会

デートＤＶ

た

解

説

頁

※現在は「鶴ヶ島市要保護児童等保護対策地域協議会」に名称変更
要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支
援及び配偶者からの暴力被害者の適切な保護を図るため、児童福祉法第２

14

５条の２第１項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する
法律第９条の規定に基づき、平成２０年から設置しています。

高校生や大学生など、若年者の恋人同士の親しい間柄で振るわれる様々な
暴力のこと

46

ＤＶと略されて使用されます。直訳すると「家庭内暴力」となります。「配偶者
ドメスティック・
バイオレンス
（ＤＶ）

や恋人等の親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意
味で使われることが多いですが、家庭内の女児に対する性的虐待を含めたり、
親やその他の親族が子どもに対して振るう暴力などを含めたりして使用さえる

1

場合もあります。なお、暴力は身体的な暴力のみならず、精神的・性的暴力
も含まれます。

男女共同参画
社会基本法

男女平等を推し進めるべく、１９９１年（平成１１年）に施行された法律。男女が
互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実

4

現のために作られました。（巻末に掲載）

国は、「男女共同参画社会基本法」が施行された平成１１年（１９９９年）６月２
３日にちなみ、６月２３日から６月２９日までの１週間を「男女共同参画週間」と

は

ハーモニーふ
れあいウィーク

定めました。その間は、地方公共団体、女性団体その他関係団体の協力の
下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事を実施することに
なっています。ハーモニーふれあいウィークは、こうした国の動きに合わせて
開催しているイベントで、男女共同参画の推進に関連した講座、展示、発表、
体験、販売などをとおして交流し、男女共同参画意識を深めます。
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DV防止法により、都道府県には設置が義務付けられ、市町村には設置が努
配偶者暴力相 力義務とされているDV被害者救済のための拠点施設で、次の業務を行いま
談支援セン

す。①相談、②医学的・心理的な指導、③一時保護、④自立支援のための

ター

情報提供・援助、⑤保護命令制度に関する情報提供・援助、⑥被害者を居

21

住させ保護する施設の利用についての情報提供・援助

通称、「パワハラ」。職場のパワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し
て、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正
パワー・ハラス な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行
メント

為をいいます。上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同

41

僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも
含まれます。

従業員に労働法やその他の法令に抵触しまたはその可能性がある条件での

は

労働を強いたり、またはパワーハラスメントという暴力的強制を常套手段としな
ブラック企業

がら本来の業務とは無関係な非合理的負担を与える労働を従業員に強いる
体質を持つ企業（学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関

19

なども含む）のことをさすインターネットスラングです。こうした企業は、もっぱら
組織の利益を優先し、従業員の人格や人権には顧慮しません。
ブラックバイトとは、学生が正社員並みに働かせられることによって学業に支
障をきたしたり、シフトを一方的に決められることによって授業や課外活動に
参加できなくなり、学生らしい生活を送れなくしてしまうアルバイトのことです。
このようなブラックバイトでは、違法行為が存在している可能性も高くなってい
ブラックバイト

ます。例えば、サービス残業をさせられる、休憩時間が与えられない、ノルマ
の未達成を理由に商品を買い取らされる、上司によるパワハラ・セクハラがあ
る、などです。こうした背景には、学費の高騰、仕送り額の減少、奨学金制度
の不備などによって、多くの学生がバイトの収入がなければ学生生活を送る
ことが困難となっている社会状況があります。
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頁

日本語訳は積極的改善措置。社会的・構造的な差別によって不利益を被っ
ポジティブ・ア
クション

ている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質
的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のことをいいま 11
す。男女共同参画社会基本法では、国の責務としてこれを規定し、国に準じ
た施策として地方公共団体の責務としても規定しています。
通称、「DV防止法」。配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）に係

は

配偶者からの る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防

暴力の防止及 止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律で平成１３年に施行されま
び被害者の保 した。当初、ＤＶの定義を配偶者からの肉体的な暴力に限定していましたが、 11
護等に関する その後の改正により、対象となる暴力に精神的な暴力が追加され、相手に生
法律

活の本拠を共にする交際をする関係にある相手が追加されました 。
（巻末に掲載）
通称、「マタハラ」。職場での妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの
不利益取扱や嫌がらせのことです。男女雇用機会均等法及び育児・.介護休

マタニティ・ハ 業法により、事業主が労働者に対して妊娠等を理由とする不利益取扱を行う
ラスメント

ことが禁止されていましたが、法改正により、平成２９年１月から、妊娠等を理

41

由とする就業環境を害する言動や嫌がらせについての防止義務が追加され

ま

ました。
メディア・リテラ
シー

テレビ、新聞、インターネットなどのメディアから発信される情報を無批判に受
け入れるのではなく、メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する 36
能力のことです。
日本語訳は「性と生殖に関する健康と権利」。リプロダクティブ・ヘルスは、
人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子ども

リプロダクティ
ら ブ・ヘルス／ラ
イツ

を持つか持たないか、いつ持つか、何人持つかを決める自由をもつことを意
味し、リプロダクティブ・ライツとは、国内法・国際法および国連での合意に基
づいた人権の一つで、すべてのカップルと個人が、自分たちの子どもの数、
出産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情
報と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に関
する健康およびリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利です。
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8

行

用 語

解

説

頁

仕事と生活の調和のこと。一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働き、
わ

ワーク・ライフ・ 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、 １
バランス

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・実現できるこ
とを指します。
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裏

索引

キーワードでさがす「取組項目」
主なキーワードを基に「取組項目」を整理しています。

○「意識」に関係する取組項目
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
２ 男女共同参画に関する情報提供、啓発、学習支援（P35）
３ 制度や慣行の見直しの促進（P36）
４ 学校における男女平等教育の充実（P36)
５ メディア・リテラシ－向上のための情報提供（P36）
６ 市が発信する情報における表現の配慮（P36）
２３ 男性が参画しやすい環境の整備（P44）
４９ 職員の男女共同参画推進意識の共有（P55）
５０ 政策の企画立案・実施の各プロセスへの男女共同参画
の視点の反映（P55）
○「人権」に関係する取組項目
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
５ メディア・リテラシ－向上のための情報提供（P36）
１４ 職場におけるハラスメント防止対策の促進（P41）
２７ ＤＶが人権侵害であり犯罪であることの周知徹底（P46）
４３ それぞれの性を尊重し命を大切にするための教育の推進（P52）
４２ 外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４７ 性暴力の防止と被害者支援（P54）

〇「教育」に関係する取組項目
４ 学校における男女平等教育の充実（P36)
５ メディア・リテラシ－向上のための情報提供（P36）
１２ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実（P40）
２４ 生活能力を養う教育の推進（P44）
２８ 若年層へのＤＶ予防啓発の推進（P46）
４２ 外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４３ それぞれの性を尊重し命を大切にするための教育の推進（P52）
４４ 思春期の心と身体の健康支援（P52）
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〇「学習」に関係する取組項目
２ 男女共同参画に関する情報提供、啓発、学習支援（P35）
１５ 再就職に向けた支援（P41）
２５ 地域活動に関する情報の発信（P45）
〇「ポジティブ・アクション（積極的改善措置）」に関係する取組項目
１３ ポジティブ・アクションによる男女間格差是正の促進（P40）
１６ 公共調達における女性活躍推進取組の反映（P41）
５１ 審議会への女性登用促進（P56）
５２ 管理職への女性職員の登用推進（P56）
５３ 男性職員の育児・介護休業取得の促進など
ワーク・ライフ・バランスの推進（P56）
５７ 鶴ヶ島市男女共同参画推進条例に基づく取組の強化（P58）

○「働くこと」に関係する取組項目
７ 女性活躍推進法に関する情報提供と法に基づく取組の促進（P37）
８ ワーク・ライフ・バランスの理解と実践の促進（P38）
９ 働き方改革に関する情報提供（P38）
１０ 多様な働き方を可能にする環境整備（P39）
１１ 女性の起業に向けた支援（P39）
１２ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実（P40）
１３ ポジティブ・アクションによる男女間格差是正の促進（P40）
１４ 職場におけるハラスメント防止対策の促進（P41）
１５ 再就職に向けた支援（P41）
１６ 公共調達における女性活躍推進取組の反映（P41）
２２ 介護休業制度の周知と利用の促進（P43）
２３ 男性が参画しやすい環境の整備（P44）
○「育児」「介護」「家事」など暮らしに関係する取組項目
１７ 子育て情報・相談窓口の充実（P42）
１８ 多様な保育環境の整備（P42）
１９ 地域における子育て環境の整備（P42）
２０ 相談体制と介護サービスの充実（P43）
２１ 地域で支える体制の整備とシステムの構築（P43）
２２ 介護休業制度の周知と利用の促進（P43）
２３ 男性が参画しやすい環境の整備（P44）
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２４
２５
２６

生活能力を養う教育の推進（P44）
地域活動に関する情報の発信（P45）
男女共同参画の視点からの地域コミュニティ活動の支援（P45）

○「暴力」に関係する取組項目
２７ ＤＶが人権侵害であり犯罪であることの周知徹底（P46）
２８ 若年層へのＤＶ予防啓発の推進（P46）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３３ 被害者ケアの充実（P48）
３４ 被害者の自立に向けた支援の充実（P48）
３５ 庁内における連携体制の充実（P49）
３６ 県の婦人相談センターや警察等との連携強化（P49）
３７ ＮＰＯや民間支援団体との連携（P49）
３８ 子ども、高齢者、障害者、外交人等への支援（P49）

〇「相談」に関係する取組項目
２０ 相談体制と介護サービスの充実（P43
２９ 相談窓口の周知（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３９ シングルマザーへの支援（P50）
４１ 障害があることで困難な状況に置かれている女性への
支援（P51）
４４ 思春期の心と身体の健康支援（P52）
４５ 安心して妊娠・出産・子育てできる環境の整備（P53）
４７ 性暴力の防止と被害者支援（P53）
〇「複合的な困難」に関係する取組項目
３８ 子ども、高齢者、障害者、外交人等への支援（P49）
３９ シングルマザーへの支援（P50）
４０ 高齢であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P50）
４１ 障害があることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４２ 外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
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○「健康」に関係する取組項目
３３ 被害者ケアの充実（P48）
４３ それぞれの性を尊重し命を大切にするための教育の推進（P52）
４４ 思春期の心と身体の健康支援（P52）
４５ 安心して妊娠・出産・子育てできる環境の整備（P53）
４６ 女性特有の健康問題への支援（P53）
４７ 性暴力の防止と被害者支援（P54）
〇「防犯」「防災」に関係する取組項目
２６ 男女共同参画の視点からの地域コミュニティ活動の支援（P45）
４７ 性暴力の防止と被害者支援（P54）
４８ 男女共同参画の視点による防災対策の推進（P54）
○「推進体制」に関係する取組項目
４９ 職員の男女共同参画推進意識の共有（P55）
５０ 政策の企画立案・実施の各プロセスへの男女共同参画の視点の反映（P55）
５１ 審議会への女性登用促進（P56）
５２ 管理職への女性職員の登用推進（P56）
５３ 男性職員の育児・介護休業取得の促進など
ワーク・ライフ・バランスの推進（P56）
５４ 国・県・近隣自治体との連携の推進（P57）
５５ 大学・企業との連携の推進（P57）
５６ ＮＰＯなど、市民活動団体との連携の推進（P57）
５７ 鶴ヶ島市男女共同参画推進条例に基づく取組の強化（P58）
５８ 女性リーダーの掘り起こしとネットワークづくりの支援（P58）
５９ 男女共同参画推進プランの進行管理の徹底（P58）
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担当課でさがす「取組項目」
市役所のどの課が、何の取組を担当しているかを一覧にしています。
○女性センター
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
２ 男女共同参画に関する情報提供、啓発、学習支援（P35）
３ 制度や慣行の見直しの促進（P36）
５ メディア・リテラシ－向上のための情報提供（P36）
６ 市が発信する情報における表現の配慮（P36）
７ 女性活躍推進法に関する情報提供と法に基づく取組の促進（P37）
８ ワーク・ライフ・バランスの理解と実践の促進（P38）
９ 働き方改革に関する情報提供（P38）
１０ 多様な働き方を可能にする環境整備（P39）
１１ 女性の起業に向けた支援（P39）
１２ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実（P40）
１３ ポジティブ・アクションによる男女間格差是正の促進（P40）
１４ 職場におけるハラスメント防止対策の促進（P41）
１５ 再就職に向けた支援（P41）
２２ 介護休業制度の周知と利用の促進（P43）
２３ 男性が参画しやすい環境の整備（P44）
２７ ＤＶが人権侵害であり犯罪であることの周知徹底（P46）
２８ 若年層へのＤＶ予防啓発の推進（P46）
２９ 相談窓口の周知（P47）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３３ 被害者ケアの充実（P48）
３４ 被害者の自立に向けた支援の充実（P48）
３５ 庁内における連携体制の充実（P49）
３６ 県の婦人相談センターや警察等との連携強化（P49）
３７ ＮＰＯや民間支援団体との連携（P49）
３８ 子ども、高齢者、障害者、外国人等への支援（P49）
３９ シングルマザーへの支援（P50）
４１ 障害があることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４２ 外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４３ それぞれの性を尊重し命を大切にするための教育の推進（P52）
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４４ 思春期の心と身体の健康支援（P52）
４７ 性暴力の防止と被害者支援（P54）
４８ 男女共同参画の視点による防災対策の推進（P54）
４９ 職員の男女共同参画推進意識の共有（P55）
５４ 国・県・近隣自治体との連携の推進（P57）
５５ 大学・企業との連携の推進（P57）
５６ ＮＰＯなど、市民活動団体との連携の推進（P57）
５７ 鶴ヶ島市男女共同参画推進条例に基づく取組の強化（P58）
５８ 女性リーダーの掘り起こしとネットワークづくりの支援（P58）
５９ 男女共同参画推進プランの進行管理の徹底（P58）
○こども支援課
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
１７ 子育て情報・相談窓口の充実（P42）
１８ 多様な保育環境の整備（P42）
１９ 地域における子育て環境の整備（P42）
２３ 男性が参画しやすい環境の整備（P44）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３３ 被害者ケアの充実（P48）
３４ 被害者の自立に向けた支援の充実（P48）
３６ 県の婦人相談センターや警察等との連携強化（P49）
３７ ＮＰＯや民間支援団体との連携（P49）
３８ 子ども、高齢者、障害者、外国人等への支援（P49）
３９ シングルマザーへの支援（P50）
○学校教育課
４ 学校における男女平等教育の充実（P36）
５ メディア・リテラシ－向上のための情報提供（P36）
１２ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実（P40）
２４ 生活能力を養う教育の推進（P44）
２８ 若年層へのＤＶ予防啓発の推進（P46）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
４２ 外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４３ それぞれの性を尊重し命を大切にするための教育の推進（P52）
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○高齢者福祉課
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
２０ 相談体制と介護サービスの充実（P43）
２１ 地域で支える体制の整備とシステムの構築（P43）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３８ 子ども、高齢者、障害者、外国人等への支援（P49）
４０ 高齢であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P50）
４８ 男女共同参画の視点による防災対策の推進（P54）
○障害者福祉課
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
２０ 相談体制と介護サービスの充実（P43）
２１ 地域で支える体制の整備とシステムの構築（P43）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３８ 子ども、高齢者、障害者、外国人等への支援（P49）
４１ 障害があることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
４８ 男女共同参画の視点による防災対策の推進（P54）
○保健センター
２３ 男性が参画しやすい環境の整備（P44）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
４３ それぞれの性を尊重し命を大切にするための教育の推進（P52）
４４ 思春期の心と身体の健康支援（P52）
４５ 安心して妊娠・出産・子育てできる環境の整備（P53）
４６ 女性特有の健康問題への支援（P53）
４７ 性暴力の防止と被害者支援（P54）
○地域活動推進課
２１ 地域で支える体制の整備とシステムの構築（P43）
２５ 地域活動に関する情報の発信（P45）
２６ 男女共同参画の視点からの地域コミュニティ活動の支援（P45）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
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３１
３８
４２
４４

相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
子ども、高齢者、障害者、外国人等への支援（P49）
外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
思春期の心と身体の健康支援（P52）

○秘書政策課
１６ 公共調達における女性活躍推進取組の反映（P41）
５０ 政策の企画立案・実施の各プロセスへの男女共同参画の視点の反映（P55）
５１ 審議会等への女性登用促進（P56）
５２ 管理職への女性職員の登用推進（P56）
５３ 男性職員の育児・介護休業取得の促進などワーク・ライフ・バランスの推進(P56)
○福祉政策課
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３４ 被害者の自立に向けた支援の充実（P48）
３９ シングルマザーへの支援（P50）
○教育センター
５ メディア・リテラシ－向上のための情報提供（P36）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
４４ 思春期の心と身体の健康支援（P52）
○総務人権推進課
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
３０ 被害者の早期発見と被害の未然防止に向けた取組の充実（P47）
３１ 相談員及び担当職員の人材育成と資質の向上（P47）
４２ 外国人であることで困難な状況に置かれている女性への支援（P51）
○人事課
２２ 介護休業制度の周知と利用の促進（P43）
４９ 職員の男女共同参画推進意識の共有（P55）
５２ 管理職への女性職員の登用推進（P56）
５３ 男性職員の育児・介護休業取得の促進などワーク・ライフ・バランスの推進(P56)
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○産業振興課
１１ 女性の起業に向けた支援（P39）
１３ ポジティブ・アクションによる男女間格差是正の促進（P40）
１５ 再就職に向けた支援（P41）
３９ シングルマザーへの支援（P50）
○市政情報課
６ 市が発信する情報における表現の配慮（P36）
２９ 相談窓口の周知（P47）
○市民課
３２ 被害者の安全確保の徹底（P48）
３４ 被害者の自立に向けた支援の充実（P48）
○市民センター
２ 男女共同参画に関する情報提供、啓発、学習支援（P35）
２６ 男女共同参画の視点からの地域コミュニティ活動の支援（P45）
○健康増進課
２１ 地域で支える体制の整備とシステムの構築（P43）
４６ 女性特有の健康問題への支援（P53）
○生涯学習スポーツ課
１ 人権尊重の理念に基づいた意識の啓発（P35）
２４ 生活能力を養う教育の推進（P44）
○財政課
１６ 公共調達における女性活躍推進取組の反映（P41）
○安心安全推進課
４８ 男女共同参画の視点による防災対策の推進（P54）
○図書館
２ 男女共同参画に関する情報提供、啓発、学習支援（P35）
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男女共同参画の視点チェックリスト

事業を行う際は、次の点に配慮しましょう
１

男女別に把握していますか？

 イベント等の参加者、会議の出席者、施設や制度の利用者等を男女別に把握する
 男女別のニーズを把握するための調査をする
 男女別に把握したニーズを踏まえて事業展開する

２

企画、立案に多様な視点を入れていますか？

 条例の制定や計画の策定において市民コメントを実施する
 審議会、委員会、協議会、審査会等の構成委員は男女の偏りがないように配慮する

 事業の関係団体と意見交換する際は、双方ともに男女が出席する
 企画会議には、男女双方の職員が出席する

３

誰にとっても利用・参加しやすい配慮をしていますか？

 相談、イベント等の申込を、インターネットを利用してできるようにする
 講座や説明会等を、平日の日中だけでなく休日や夜間にも開催する
 子育て世代を対象とした取組には、可能な限り保育サービスを提供する
 公共施設・設備の整備をする際には、障害者、高齢者、妊婦、子ども連れなど、より
多くの人に配慮する

４

事業の内容に「つるがしま男女共同参画推進プラン」を反映させていますか？

 女性の活躍を後押しする内容となっている
 暴力の防止と被害者の支援につながる内容となっている
 ワーク・ライフ・バランスを進める内容となっている
 障害者、高齢者、若年無業者、ひとり親家庭、被虐待児、外国人、性的少数者等、社
会的弱者を理解し支援する内容となっている
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