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は じ め に 

 

近年、少子高齢化や人口減少社会の到来、家族形態

の変化、地域の小規模化の進展、ライフスタイルや価

値観の多様化など、社会を取り巻く環境は大きく変化

しています。このような状況の中、多様な生き方が尊

重され、誰もが個性や能力を発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、必要不可欠といえます。 

本市では、平成１６年に制定した「田川市男女共同

参画推進条例」に基づき、「田川市男女共同参画プラ

ン」（平成１９年度～平成２８年度）を平成１９年３

月に策定し、「一人ひとりを尊重し、豊かに輝くまち・田川〜男女にとらわれず 共に認

めあうまちを目指して～」の実現に向けて、様々な取組を進めてまいりました。しかし

ながら、平成２７年に実施しました市民意識調査の結果では、家庭生活において、家事

や子育て、介護の多くを、依然として女性が担っている状況が存在していることが明ら

かになりました。 

そこで、このたび「田川市男女共同参画プラン」の計画期間が満了することから、こ

れまでの取組や課題などを踏まえて、「第２次田川市男女共同参画プラン」（平成２９年

度～平成３８年度）を策定し、めざす姿を「男女がともに認め合い 互いに支え合い 自

分らしく生きる」と定めました。本プランでは、すべての男女がお互いの人権を認め、

家庭や地域で支え合い、自分自身の個性や能力を発揮し、自分らしく生きられる社会の

実現に向けて、各種施策を展開してまいります。 

また、平成２７年には、女性が職業生活において活躍できる環境を整備することを目

的とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されました。本市

におきましても、本プランをその推進計画に位置付け、今後重点的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 本プランの推進にあたりましては、市民や地域、事業者、関係団体の皆様との連携、

協働が必要であります。今後とも皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

後に、本プランの策定にあたり、ご尽力をいただきました田川市男女共同参画審議

会委員の皆様をはじめ、市民意識調査やパブリックコメントなどを通して、貴重なご意

見をいただきました市民の皆様、関係者各位に深く感謝し、心からお礼を申し上げます。 

 

平成２９年３月 

田川市長 二 場 公 人 
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第１章 プラン策定にあたって 
 

１．プラン策定の趣旨  
少子高齢化や人口減少社会の到来、家族や世帯、地域の小規模化による社会情勢

の変化を背景として、家庭や地域、職場など、社会のあらゆる場において女性の働

きが広がり、現在、日本社会は大きな転換期を迎えています。 

国においては、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」（以下「基本法」という。）

が制定され、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

が 重要課題とされ、様々な取組が推進されてきました。 

また、人口減少や少子高齢化対策を目的とする「まち・ひと・しごと創生法※1」

が平成 26 年に制定され、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランス※2の確立が

重要視されました。 

さらに、平成 28 年には女性が職業生活において活躍できる環境を整備するため、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」とい

う。）が施行されました。 

福岡県においては、平成 28 年に「第４次福岡県男女共同参画計画」が策定され、

「男女がともに個性と能力を発揮できる豊かで活力ある社会」、「性別にかかわらず、

人権が尊重され、安心して暮らすことができる社会」、「仕事と生活の両立を実現し、

女性がいきいきと活躍する社会」を目指す姿として、各種の施策を推進しています。 

本市では、平成 16 年に「田川市男女共同参画推進条例」（以下「推進条例」とい

う。）を制定し、平成 19 年を初年とする「田川市男女共同参画プラン」（以下「プ

ラン」という。）を策定しました。平成 24 年には社会情勢等の変化や、施策の成果

と課題を踏まえ、「プラン後期計画」として改定し、市民一人ひとりが尊重され、豊

かに輝く社会の実現に向けて、様々な施策を推進してきました。 

しかしながら、依然として固定的性別役割分担意識※3は存在し、女性の政策・方

針決定過程への参画や男性の家事・育児・介護への参画、女性への暴力防止など、

課題が残されています。こうした課題や国や県の動向を踏まえて、本市の男女共同

参画社会の新たな指針として「第２次プラン」を策定します。 

  

                                                  
※1 まち・ひと・しごと創生法：少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ

の人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわ
たって活力ある日本社会を維持していくために、地方創生に関する施策を総合的かつ
計画的に実施することを目的とした法律。 

※2 ワーク・ライフ・バランス：仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らの希
望するバランスで展開できる状態をいう。 

※3 固定的性別役割分担意識：「男だから、女だから」という性別を根拠とした理由をもとに役割を固定的に分けるこ
と。例えば「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的な業務」など
が挙げられる。 
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２．プランの位置づけ 
このプランは、「基本法」第 14 条第３項及び「推進条例」第４条の規定に基

づく男女共同参画社会の実現を目指した基本計画であり、推進条例の基本理念を

具現化するものです。 

プランにおける、男女共同参画に関わる施策は、福祉・教育・就労・政治など

多方面にわたるものであり、田川市のまちづくりの基本計画である「田川市第５

次総合計画後期基本計画※4」との整合性を図りながら各分野での行政としての取

組に対し、男女共同参画の視点をもった事業展開の方向性を示すものです。 

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「Ｄ

Ｖ防止法」という。）第２条の３第３項に基づく市町村基本計画、「女性活躍推進

法」第６条第２項に基づく市町村推進計画として策定しています。 

 

 

３．プランの計画期間 
このプランは、平成 29 年度から平成 38 年度までの 10 年間を計画期間とし

ます。ただし、国内外の動向や社会経済情勢の変化に対応し、適切な施策の推進

を図るため、平成 33 年度に見直しを行います。そこで、平成 29 年度から平成

33 年度までを前期計画、平成 34 年度から平成 38 年度までを後期計画としま

す。なお、めざす姿・基本目標・基本取組は 10 年間の期間とし、施策の方向・

具体的施策は５年間の期間とします。 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

          

 

                                                  
※4 田川市第５次総合計画後期基本計画：田川市のまちづくりの 上位計画。計画期間を平成 23 年度から平成 32 年

度までの 10 年間とし、５年間ごとに前期と後期に分け、推進されている。
後期基本計画の計画期間は、平成28年度から平成32年度までとしている。 

第２次田川市男女共同参画プラン 

前期計画 

見直し 

修正 

後期計画 
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４．男⼥共同参画をめぐる動き 
（１）世界の動き 

国際連合（以下「国連」という。）は、女性の自立と地位の向上に国際的に取り組

むこととして、昭和 50 年を「国際婦人年」と定めました。以降、昭和 54 年には

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（以下「女子差別撤廃条約※5」

という。）が採択され、平成７年に北京で開催された第４回国連世界女性会議で、女

性の地位向上とエンパワーメント※6を達成するために優先的に取り組むべき 12 の

重大問題領域が明記された「行動綱領」と、その実現への決意を示した「北京宣言」

が採択されました。 

平成 12 年には「女性 2000 年会議」が開催され、「行動綱領」の実施状況を検

討・評価するとともに、「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領のための更なる行動

とイニシアティブ」※7が採択されました。また、平成 22 年には「第 54 回国連婦

人の地位委員会（『北京+15』）」が開催され、「北京宣言及び行動綱領」を再確認し、

実施に向けた国連や NGO※8等の貢献強化などの宣言が採択されました。平成 23 年

には「ジェンダー※9平等と女性のエンパワーメントのための国連機関」（UN Women）

が正式に発足されました。「UN Women」は、女性の参画拡大等、ジェンダー分野

における加盟国の支援や国連システムのジェンダーに関する取組を主導、調整、促

進しています。 

平成 25 年には「第５回東アジア男女共同参画担当大臣会合」で「ジェンダー主

流化－成果と課題」、「女性に対する暴力撤廃」及び「雇用におけるジェンダー差別

の撤廃」をテーマに討議が行われ、女性の政治的関与の強化、法制度、政策等の改

善による事実上の男女平等の実現を図ることなどが明記された「北京閣僚共同コミュ

ニケ※10」が採択されました。 

  

                                                  
※5 女子差別撤廃条約：昭和 54 年に国連で採択され、昭和 56 年に発効した。政治的・経済的・社会的・文化的・市

民的その他あらゆる分野における男女平等の実現のため必要な措置を定めている。日本は、昭和 60 年に
批准し、男女雇用機会均等法や国籍法などの整備が行われた。 

※6 エンパワーメント：一人ひとりがその人らしく活動する中で、文化的、社会的、政治的、経済的状況などを変え
ていく力を身につけること。特に、女性の場合、本来持っている能力を引き出し自らの意識を高め、経
済的のみならず、政治的、社会的な意思決定の場で自己決定できる力を持つことを意味する。 

※7 北京宣言及び行動綱領のための更なる行動とイニシアティブ： 

「北京行動綱領」の完全実施に向け採択された「政治宣言」のこと。国際レベルで更なる行動とイニシア
ティブ（主導権）をもって進めることを合意している。 

※8 ＮＧＯ：国際的な市民活動を行う団体組織のこと。 

※9 ジェンダー：肉体的な性別に対して、「男らしさ」、「女らしさ」のように、歴史的・社会的・文化的につくられた
性別のこと。社会やしつけ、教育によって後天的に形成されるものとされている。 

※10 北京閣僚共同コミュニケ：政治的コミットの強化、法令・政策・行動を改善し、事実上の男女平等を実現するこ
とや、地域の連携を促進し、東アジア諸国の女性間のコミュニケーション、友好、協力を強化すること
を明記した合意文書のこと。 
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（２）国の動き 
国においては、男女共同参画社会の実現に向け、国際社会における取組とも連動

しながら、平成 11 年に「基本法」が公布・施行され、それに基づいた「男女共同

参画基本計画」が平成 12 年に策定されました。平成 17 年には「第２次男女共同

参画基本計画」が、平成 22 年には「第３次男女共同参画基本計画」が策定されま

した。 

近年では、女性の活躍の重要性が強調され、平成 26 年には「まち・ひと・しご

と創生法」が制定され、地域における女性活躍の重要性をふまえた取組を地方公共

団体に求めています。 

また、平成 27 年には「女性活躍推進法」が公布され、女性の採用・登用推進の

ための取組や将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組を進め

ること、男性中心の働き方等を前提とする労働慣行等の見直し、地域における女性

参画推進体制を強化することなどが盛り込まれた「第４次男女共同参画基本計画」

が策定されました。 

■国の関連計画のポイント 

第４次男女共同参画基本計画 

（１）あらゆる分野における女性の活躍 

・男性中心型労働慣行等を変革し、職場、地域、家庭等あらゆる場面における施

策を充実させる。 

・あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた女性活躍推進法の着実な施行や、

ポジティブ・アクション※11の実行等を通じた積極的な女性採用・登用のための

取組、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組を進める。 

（２）安全・安心な暮らしの実現 

・困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援を行うことによ

り、女性が安心して暮らせるための環境整備を進める。 

・女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて取組を強化する。 

（３）男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

・東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対

策・ノウハウを施策に活用する。 

・国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、我

が国の存在感及び評価を高める。 

（４）推進体制の整備・強化 

・地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、地域

における推進体制を強化する。 

                                                  
※11 ポジティブ・アクション：社会のあらゆる分野における活動の機会の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、機会を積極的に提供することをいう。審議
会等委員の登用や公務員の採用・登用等でこうした措置が進められている。 
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（３）福岡県の動き 
福岡県では、平成 13 年に「福岡県男女共同参画推進条例」を制定し、翌 14 年

に「福岡県男女共同参画計画」を策定しました。その後、平成 18 年に「第２次福

岡県男女共同参画計画」が、平成 23 年には「第３次福岡県男女共同参画計画」が

策定されており、福岡県の男女共同参画に関する施策を総合的、計画的に推進して

きました。 

また、男女共同参画を推進する拠点施設として、平成 8 年に「福岡県女性総合セ

ンター『あすばる』」（現：福岡県男女共同参画センター『あすばる』）を開設し、平

成 18 年には「福岡県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計画」

が策定されました。 

さらに、女性の活躍による経済の活性化を目指し、平成 25 年に「女性の大活躍

推進福岡県会議※12」が、全国に先駆けて発足されました。企業や団体が女性管理職

比率等の目標を設定し、実現するための自主宣言登録制度の普及や、女性管理職ネ

ットワークの構築などを行っています。 

平成 28 年３月には「第４次福岡県男女共同参画計画」が策定され、幅広い分野

で女性が活躍できるよう、実効性のある取組を進めています。さらに、その推進体

制を強化するとともに、生活上の困難や暴力等の人権課題に直面している女性への

支援など、第３次計画において残された課題の解決を図り、男女共同参画社会の実

現を目指しています。 

■県の関連計画のポイント 

第４次福岡県男女共同参画計画 

（１）働く場における女性の活躍促進 

・女性の就業継続を支援し、経済的な自立を促進するとともに、男女の働き方の

見直しなど、仕事と生活の両立を推進する。また、企業等と連携して女性の登

用促進や能力開発を進める。 

（２）地域・社会活動における女性の活躍促進 

・生活に身近な自治会等における女性の参画を進めるとともに、地域の活性化に

向けた活動や農林水産業、商業における女性の活躍を支援する。 

（３）誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現 

・女性等に対する暴力の根絶に向けた取組を強化するとともに、経済、生活、人

権上の課題に直面した人々への性別による差別の防止や男女の生涯の健康支

援を推進する。 

（４）男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進 

・固定的な性別役割分担意識の解消や家事、育児、介護などの家庭生活を男女がと

もに担っていくための意識啓発を進め、男女共同参画への理解を促進する教育を

実施する。 

                                                  
※12 女性の大活躍推進福岡県会議：企業による女性の管理職に関する具体的な目標の自主宣言登録の推進、女性の能

力・意識の向上、女性が活躍しやすい社会環境整備を目標に掲げ、男女共に働き
やすく、生きやすい社会づくりに取り組む組織のこと。 
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（４）⽥川市の動き 
田川市においては、平成２年、庁内に「婦人問題検討委員会」を設置、同年に市

民団体として「女性問題懇談会」が発足し、平成４年に「たがわ 21 女性会議」と

名称を変更し、市民と行政が協力して男女共同参画意識の醸成に努めています。 

組織体制として、平成８年には、女性政策の取組を計画的に進めるため、総務部

企画調整課に女性政策室を設置しました。平成 15 年には、女性政策室を男女共同

参画推進室に変更し、平成 17 年には、所属を福祉部（現：市民生活部）人権・同

和対策課に移しました。 

平成 10 年には、田川市民会館内に「女性センター」を設置、平成 13 年には愛

称を「ゆめっせ」としました。さらに、平成 16 年には「女性センター」を「男女

共同参画センター」に名称変更し、啓発事業や相談事業に取り組んできました。平

成 27 年２月には本施設を移転し、団体同士の交流や情報交換を行うことができる

会議室及び講座室や女性相談室２部屋を設置するなど、継続的な啓発のための活動

拠点の場及び女性が安心して生活できる環境づくりの場として、機能を充実させま

した。 

また、推進体制については、平成 16 年に推進条例を定め、平成 17 年には、「田

川市男女共同参画審議会」を設置し、平成 19 年３月に「プラン」を策定しました。

プランを計画的かつ総合的に推進するため、庁内の推進組織として、「田川市男女共

同参画推進委員会」及び「田川市男女共同参画推進部会」を立ち上げ、各課が連携

し、取組を進めてきました。平成 24 年には、社会情勢の変化や国や県の動きを踏

まえ、前期プランの施策の検証と見直しを行い、「プラン後期計画」を策定しました。 

さらに、平成 27 年にはプランの終了を見据え、次期プラン策定の基礎資料とす

るため、市民の意識と実態を調査しました。そして、「田川市男女共同参画審議会」、

「田川市男女共同参画推進委員会」及び「田川市男女共同参画推進部会」において、

施策の成果を総合的に検証し、見直しを行うなど議論を重ね、「第２次プラン」の策

定に至りました。 
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第２章 田川市の現状と課題 

１．⼈⼝、家族、就労、地域・社会活動の状況 
（１）⼈⼝の変化 

１）総⼈⼝の推移 
田川市の総人口は、昭和 30（1955）年に 10 万人を超えましたが、昭和 39

（1964）年の炭鉱の閉山を機に減少へと転じ、平成 27（2015）年には 48,441

人にまで減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）年齢区分別の⼈⼝の推移と将来推計 
年齢区分別にみると、老年人口（65 歳以上）は増加傾向にあり、平成２（1990）

年を境に、年少人口（0～14 歳）の割合を上回るようになりました。 

また、生産年齢人口（15～64 歳）は減少を続けており、国立社会保障・人口問

題研究所の将来推計人口によると、平成 37（2025）年には老年人口が 33.6％に

達し、平成 42（2030）年には、後期高齢者人口（75 歳以上）が 21.0％に達す

ることが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2015 年以前は国勢調査（総人口は年齢不詳を含む） 

2020 年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 

資料：国勢調査（総人口は年齢不詳を含む） 
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３）５歳年齢階級別⼈⼝ピラミッド 

平成 27（2015）年における本市の５歳年齢階級別人口をみると、「団塊の世代」

である 65～69 歳の人口が男女ともに も多くなっています。また、「子育て世代」

である 20～49 歳の人口は少なく、この傾向は福岡県と異なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査に基づき作成 

⼦
育
て
世
代 

⼦
育
て
世
代 
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（２）家族形態・婚姻関係の変化 

１）⼀般世帯の状況 
年々「夫婦と子ども世帯」の割合が低下し、「単独世帯」の割合が上昇するなど、家族

形態が変化しています。 

『ひとり親家庭』（「父親と子ども」、「母親と子ども」）について、福岡県と比較すると、

本市の割合の方が高くなっています。 

■家族類型別一般世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※構成比は一般世帯総数を 100 とした時の比率。世帯数は世帯類型「不詳」を含む 

 

２）⾼齢者世帯の状況 
平成 27（2015）年の「高齢

者のいる世帯数」は、10,083

世帯で、平成７（1995）年の

8,278 世帯から 1,805 世帯増

加しています。その中でも、「高

齢者単身世帯」が も増加してい

ます。 

 

  

資料：国勢調査に基づき作成 

資料：国勢調査に基づき作成 

実数
（世帯）

構成比
（％）

実数
（世帯）

構成比
（％）

実数
（世帯）

構成比
（％）

実数
（世帯）

構成比
（％）

20,928 100.0 20,152 100.0 21,126 100.0 20,876 100.0

12,336 58.9 11,750 58.3 11,813 55.9 11,479 55.0

夫婦のみ 4,348 20.8 4,152 20.6 4,202 19.9 4,187 20.1

夫婦と子ども 5,742 27.4 5,182 25.7 5,060 24.0 4,731 22.7

父親と子ども 328 1.6 357 1.8 329 1.6 325 1.6

母親と子ども 1,918 9.2 2,059 10.2 2,222 10.5 2,236 10.7

2,378 11.4 2,116 10.5 1,809 8.6 1,461 7.0

72 0.3 84 0.4 156 0.7 112 0.5

6,142 29.3 6,202 30.8 7,331 34.7 7,814 37.4

0 0.0 0 0.0 17 0.1 10 0.0

1,906,862 100.0 1,984,662 100.0 2,106,654 100.0 2,196,617 100.0

1,103,324 57.9 1,135,958 57.2 1,163,436 55.2 1,197,150 54.5

夫婦のみ 346,517 18.2 369,671 18.6 394,489 18.7 420,249 19.1

夫婦と子ども 589,607 30.9 578,203 29.1 567,730 26.9 567,372 25.8

父親と子ども 22,350 1.2 24,783 1.2 25,105 1.2 26,619 1.2

母親と子ども 144,850 7.6 163,301 8.2 176,112 8.4 182,910 8.3

218,615 11.5 206,523 10.4 183,962 8.7 17,556 0.8

8,206 0.4 12,150 0.6 19,646 0.9 820,806 37.4

576,717 30.2 630,031 31.7 736,339 35.0 4,248 0.2

0 0.0 0 0.0 3,271 0.2 156,857 7.1

2015年
（H27）

田
川
市

福
岡
県

不詳

一般世帯総数

核家族世帯

その他の親族世帯（核家族以外の世帯）

非親族世帯

単独世帯

その他の親族世帯（核家族以外の世帯）

非親族世帯

単独世帯

核家族世帯

2000年
（H12）

2005年
（H17）

一般世帯総数

2010年
（H22）

不詳
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３）ひとり親世帯の状況 
本市の一般世帯数に占める母子世帯

数の割合は、平成 7（1995）年の 2.2％

（461 世帯）から 20 年間で 1.0 ポイ

ント上昇し、平成 27（2015）年に

3.2％（675 世帯）となっています。 

また、父子世帯数が占める割合は、平

成 7（1995）年から平成 27（2015）

年まで大きな変動はありません。 

 

 

 

４）婚姻率の推移 
近年の婚姻率（人口千対※13）をみる

と、平成 19（2007）年の 5.64 をピ

ークに、平成 24（2012）年には 3.96

まで低下しましたが、平成 25（2013）

年には再び 5.42 まで上昇しました。福

岡県では、本市のような大きな変動はあ

りません。 

 

 

 

５）離婚率の推移 
平成 18（2006）年からの離婚率（人

口千対）をみると、本市の離婚率は、常

に福岡県の離婚率を上回って推移して

います。 

 

 

 

 

  

                                                  
※13 人口千対：人口１千人に対する割合 

資料：福岡県 人口動態調査 

資料：福岡県 人口動態調査 

資料：国勢調査に基づき作成 
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６）未婚率の推移 
「30～34 歳」の未婚率について、平成７（1995）年から平成 27（2015）

年の推移をみると、男性では 35.3％から 45.4％と 10.1 ポイント上昇し、女性で

は 22.2％から 34.2％と 12.0 ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査に基づき作成 
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（３）⼥性の就労をめぐる状況 

１）⼥性の年齢階級別労働⼒ 
女性の就業率は、一般的に結婚・出産期に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に

再び上昇するというＭ字カーブ※14を描くといわれています。 

平成 22（2010）年における女性の年齢階級別労働力について、本市はＭ字カ

ーブを描いておらず、国や県より 30～44 歳の就業率が高くなっています。一方で、

20～24 歳の就業率は低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の就業率を年次ごとに比較すると、25～29 歳の年齢層では、昭和 60

（1985）年の 49.2％から、平成 22（2010）年では 71.5％となっており、25

年間で 22.3 ポイント上昇しています。 

また、平成 22（2010）年の 30～34 歳の年齢層における就業率は 69.6％と

なっており、平成 12（2000）年から 10 年間で 7.4 ポイントの上昇がみられ、

結婚・出産期に退職する割合が低下していることが推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
※14 Ｍ字カーブ：日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代

後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、結婚や出産を機に労働
市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるた
めである。 

資料：国勢調査に基づき作成 
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２）企業（事業所）の取組状況 
市内の事業所が、就業しながら育児や介護をしている従業者の両立を支援するため

に講じている措置について、「始業・終業時刻変更」に取り組む割合が 39.5％と も

高くなっていますが、市外事業所の割合 59.0％と比べて、19.5 ポイント低くなって

います。他の措置も同様に、市外事業者と比較すると、市内事業者の値は軒並み低く

推移しており、市内事業所において、就業と育児・介護休業等の両立支援に向けた取

組は、不足しているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）⼥性の管理職等の在職状況（市職員） 
本市の管理的地位（課長相当職以上）総数に占める女性の割合は 15.9％となって

おり、福岡県女性職員の割合 11.3%と比べて、4.6 ポイント高くなっています。 

しかし、課長補佐級総数や係長級総数に占める本市の女性職員の割合は、いずれも

福岡県の女性職員の割合と比べて 10 ポイント以上低く、課長補佐以下の人材育成が

不足していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：田川市 庁内資料（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

福岡県 「女性活躍推進法第 17 条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表」 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

 
管
理
職
等
総
数

 
う
ち

 
女
性
管
理
職
等
数

 
女
性
比
率

（人） （人） （％） （人） （人） （％） （％）

管理職
（部課長）

44 7 15.9 36 7 19.4 11.3

課長補佐級 43 3 7.0 36 2 5.6 18.6

係長級 73 19 26.0 38 6 15.8 37.1

福
岡
県
女
性
職
員
の

　
　
　
管
理
職
等
の
割
合

（参考）

うち一般行政職

　
　
　
　
女
性
比
率

　
　
う
ち
女
性
管
理
職
数

　
　
総
数

資料：田川市男女共同参画に関するアンケート調査に基づき作成 

（平成 25 年度・平成 26 年度実施） 
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（４）地域・社会活動における男⼥共同参画の状況 

１）地⽅⾃治法（第 202 条の３）に基づく審議会等への⼥性の登⽤状況 
審議会等における女性委員の登用

状況をみると、平成 23（2011）

年は 15.6％と、福岡県と比較して

10.7 ポイント低くなっています。 

平成 27（2015）年には 24.3％

まで上昇していますが、福岡県より

も 5.5 ポイント低い状況です。 

 

 

 

 

 

２）地⽅⾃治法（第 180 条の５）に基づく委員会等への⼥性の登⽤状況 
委員会等における女性委員の登用

状況をみると、平成 27（2015）

年では 16.7％となっています。 

平成 23（2011）年から平成 27

（2015）年まで 16％台で推移し

ており、ほぼ横ばい傾向です。 

 

 

 

 

 

３）⾃治会⻑の⼥性⽐率 
自治会における自治会長の女性比率

は、平成 23（2011）年の 1.0％から

平成 27（2015）年には 4.1％となっ

ており、3.1 ポイント上昇しています。 

しかし、福岡県の比率 8.2％とは 4.1

ポイントの差がみられます。 

 

 

資料：福岡県男女共同参画白書（各年） 

資料：福岡県男女共同参画白書（各年） 

資料：田川市庁内資料 
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４）その他、地域における委員等の⼥性⽐率 
本市の民生委員・児童委員の女性比率は 35.3％であり、福岡県の女性比率

55.6％と比べて 20.3 ポイント低くなっています。また、小・中学校ＰＴＡ会長の

女性比率はいずれも 12.5％で、福岡県と比べて高くなっています。 

■地域における委員の女性比率 

 

 

 

 

 

 

 

（５）課題の整理 
１）⼈⼝の変化による課題 

・総人口の減少、高齢者の増加により、地域活動や地域経済の衰退が懸念され

ます。性別に関わりなく、地域を支える若い世代の社会参加が必要です。 

２）家族形態・婚姻関係の変化による課題 
・単独世帯や未婚率の増加に伴い、親の介護について、働く子どもが一人で背

負うリスクが高くなるため、介護と就労を両立する制度等が必要です。 

・これまでの傾向を踏まえると、今後も母子世帯が増えていくと予想され、就

労や経済面で厳しい状況に置かれることが懸念されます。日常生活及び就労

支援を充実させ、母子の自立を促すことが必要です。 

３）⼥性の就労をめぐる課題 
・本市の特徴として、国や県と比較すると、30～44 歳の就業率が高いものの、

20～24 歳の就業率が低いという傾向があります。また、市内の育児休業等

の制度の構築は進んでいない状況で、今後一層、ワーク・ライフ・バランス

の促進が必要です。加えて、女性が活躍できる職域の拡大や能力開発、男女

で偏りのない職務経験の付与など、キャリア形成に向けた支援が必要です。 

４）地域・社会活動における男⼥共同参画の課題 
・審議会等への女性の登用状況は改善されつつありますが、本市では第５次総

合計画後期基本計画において、35％以上の登用を目指しており、女性委員の

参画を促す取組が必要です。 

  

 
総数 

（人） 

 （参考） 

福岡県の各委員の 

女性比率（％） 

うち女性の数

（人） 
女性比率（％） 

民生委員・児童委員 136 48 35.3 55.6 

小学校ＰＴＡ会長 8 1 12.5 7.5 

中学校ＰＴＡ会長 8 1 12.5 10.8 

資料：田川市 庁内資料（平成 28 年５月１日現在） 

    福岡県 平成 27 年度 「福岡県男女共同参画白書」 
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２．市⺠意識調査からみた現状と課題 
（１）男⼥平等に関する意識について 

現 

状 

・「男は仕事、女は家庭」という考え方において、前回調査と比較すると、

今回の調査では『反対派』は増加しており、固定的性別役割分担意識の解

消傾向がみられます。ただし、子育て期にある 30 歳代では、『賛成派』

が他の年齢層に比べて多く、仕事と家庭生活の両立は困難と意識している

傾向がみられます。 

・60 歳代、70 歳代では、『賛成派』の割合が高くなっているなど、年齢

層によって意識の違いがみられます。 

・男女の地位における平等感について、「家庭生活」「職場」「政治の場」

「社会通念・慣習・しきたり」「自治会などの地域活動の場」「社会全体」

では、多くの人が『男性優遇』と感じています。 

課 

題 

・「男は仕事、女は家庭」という考え方の結果に対し、男女平等があるべき

姿と認識しながらも、実際の男女における不平等感の解消には至っていな

いことがうかがえます。本市の男女共同参画理念の普及と男女共同参画の

醸成を図るためにも、引き続き、男女共同参画意識の啓発を進めていくこ

とが必要です。 

男女共同参画社会の実現に向けた意識改革が必要です 

◆「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担について 

 

 

  
＜前回調査との比較＞ ＜年齢階層別＞ 

全体 

男性 

女性 
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◆男女の地位の平等感について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3 68.0 

⼥性
優遇 

男性
優遇 

6.6 

61.4 

56.6 

6.5 

49.2 

4.9 

9.9 

3.6 17.2 

12.8 

11.3 

0.9 75.5 

4.0 63.9 

7.2 46.4 

31.7 

1.7 77.7 

3.0 

5.3 54.4 

6.6 

2.1 72.6 

62.4 

68.2 

43.0 

6.6 

女性（N=412） 

男性（N=274） 

家庭生活 

職場 

学校教育

の場 

政治の場 

法律や 

制度の上 

社会通念・ 

慣習・しきたり 

自治会などの

地域活動の場

社会全体 
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（２）家庭⽣活や⼦育てについて 
ア）家庭⽣活について 

現 

状 

・家庭内の役割分担について、家事や育児、介護等の役割は主に「女性（妻）」

が担っている一方、生活費を稼ぐことや家庭内の重大な決定、地域への

関わりに主導権を持つのは、「男性（夫）」となっています。また、夫

婦の就業別形態でみても、共働き世帯と非共働き世帯の分担状況に差が

みられません。 

課 

題 

・女性は仕事の有無に関わらず、家庭においては家事等の中心的な担い手で

あり、女性の負担は重いことがうかがえます。男性の伝統的な家父長制意

識が根強いことが考えられ、男性に対して、家庭生活における家事等の分

担を促進する働きかけが必要です。 

家庭生活における性別役割分担意識の解消が必要です 

◆家庭内の仕事の役割分担について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共働きである(n=201)＞ ＜共働きでない(n=138)＞ 
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イ）⼦育てについて 

現 

状 

・子どもの育て方は、「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよ

い」という考え方について、『賛成派』が『反対派』を上回っていますが、

前回の調査結果と比較すると、『賛成派』の割合が男女ともに低くなって

おり、市民の意識が変化していることがうかがえます。 

・性別に関わらず、経済的自立、生活自立の能力を身につけることに対して、

多くの人が肯定的であり、男女平等の視点に立った考え方を市民が持って

いることを示しています。 

課 

題 

・生活自立に含まれる炊事や掃除、洗濯等の家事について、実際の生活では、

女性（妻）への負担が大きく、家庭内で性別役割分担の状況を目の当たり

にすることは、子どもへ大きな影響を与えることが懸念されます。 

・男性自身も「男は仕事」「生活費を稼ぐ」「男の子は男の子らしく」とい

う固定的な性別役割分担意識によって、仕事に縛られ、大きなプレッシャ

ーを抱え、その結果、子どもとの関わりが不十分となっていることが推測

できます。子どものロールモデル※15として父親が家事や子育てに関わる

ことができるよう、就労環境の改善、ワーク・ライフ・バランスを推進す

ることが求められています。 

男性の育児への参画に向けた、働き方の見直しについて

意識啓発が必要です 
 

◆子どもの育て方について、「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよい」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
※15 ロールモデル：行動や考え方の模範となる人物のこと。 

全体 

男性 

女性 
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◆子どもの育て方について、「男の子も女の子も職業人として経済的に自立できるように育てる

方がよい」（経済的自立） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子どもの育て方について、「男の子も女の子も炊事、掃除、洗濯などの仕方を身につけさせる

方がよい」（生活自立） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）⽼後・介護について 

現 

状 
・老後の生活について、男女ともに「年金や医療などの福祉の水準が下がる

のではないか」という考えが６割以上と高くなっています。また、女性で

は「生活費や医療費等の不安（収入や蓄えがないこと）」も高く、経済問

題は女性にとって深刻であることがわかります。 

・親の介護における役割分担は、主に「女性（妻）」となっており、子育て

を含め、ケアの役割に対する女性の負担は非常に大きい状況です。 

・将来希望する介護形態について、「配偶者」と答えた割合は、男性の

42.7％に対して、女性は 14.1％となっており、意識に差がみられます。 

・男性にとって、「介護」の役割分担は、依然として女性が主体であるとい

う、性別役割分担意識が根強い状況です。 

課 

題 

・子育てと同様に、介護についても男性が積極的に関与できるように、就労

環境の改善やワーク・ライフ・バランスを推進する取組は重要です。高齢

化社会が進む中、社会全体で介護を担うという支援体制の整備が求められ

ています。 

性別にかかわらず、社会全体で介護を担う仕組みづくりが

求められています 
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◆老後の生活について、不安に感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆家庭内での役割分担について【親の世話（介護）をする】 
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◆介護が必要となったときに、主に誰に介護をしてもらいたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就労・働き⽅について 
ア）就労環境について 

現 

状 

・女性が職業を持ち続ける上で、さまたげになっていることは、男女ともに

「家事・育児・介護のための社会のシステムや施設等が不十分である」が

も高くなっています。また、「職場に結婚退職、出産退職などの慣行が

ある」、「昇進、教育訓練等に、男女で不公平な取り扱いがある」と感じ

る男性の割合が女性の割合を上回っています。 

課 

題 

・当事者である女性にとって、家事・育児・介護という家族的責任と仕事と

の両立ができる環境の整備が課題となります。 

・共働き世帯が多い中、家事・育児・介護は依然として女性主体で行われて

おり、その結果、女性の社会進出や老後の経済問題に影響すると推測され

ます。社会制度や施設の整備、働く場の意識改革が求められています。 

女性が活躍しやすい社会の仕組みの改善が求められてい

ます 
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◆女性が職業を持ち続ける上でさまたげになっていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）退職の理由・仕事と家庭⽣活の両⽴について 

現 

状 

・退職の理由について、女性では「結婚・出産」が２割程みられ、また、「勤

務先の都合のため」「労働条件が悪かったから」という意見が男性よりも

多くなっています。よって、女性の場合、労働者として弱い立場に置かれ

ていることがうかがえます。また、男性の退職理由は「自分の病気など、

身体的・精神的理由から」が女性よりもやや多く、長時間労働や転勤など

は健康状態を脅かしていることが推測されます。 

・男女がともに仕事と家庭生活を両立していくためには、「代替要員の確保

など、育児休業・介護休業制度を利用できる職場環境をつくること」とい

う意見が男女ともに も多くなっています。 

課 

題 

・女性の就労を中断するのではなく、男性の育児休業や介護休業取得に向け

企業や周囲の意識を変革することが重要です。男性が育児や介護など、家

庭生活に前向きに参画できるような意識啓発が求められています。 

男性を取り巻く、周囲の理解が求められています 
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◆仕事をやめた直接のきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆男女がともに仕事と家庭の両立をしていくために、必要な条件 
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（５）ワーク・ライフ・バランスについて 

現 

状 

・「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度について、理想は『「仕

事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をいずれも優先』が男女とも

に も高く、次いで『「仕事」と「家庭生活」を優先』、『「家庭生活」

を優先』が続き、「家庭生活」はどんな形でも優先されることが理想と考

えられています。 

・実際は、男女ともに『「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」を

いずれも優先』は理想を下回り、男性では『「仕事」を優先』が も高い

結果となっています。 

課 

題 

・現実の生活と理想の生活とのずれが大きく、ワーク・ライフ・バランスの

実現に向け、労働環境の整備が求められています。 

ワーク・ライフ・バランス実現のための労働環境の整備が

求められています 

◆「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度について（実際の生活と理想の生活） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体 

N=691 

男性 

N=274 

女性 

N=412 
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（６）社会活動について 
ア）社会活動への参加状況について 

現 

状 

・地域活動への参加状況について、ほとんどの地域活動において男性の方が

女性より参加比率が高く、中でも男女差が も大きいのは「地域の見守り

や消防団など、防災・防犯に関する活動」、次いで「町内会・自治会等で

の活動」となっています。 

・地域活動の内容について、女性が劣位におかれるような実態は、「会議や

行事などで飲食の世話や後片付け、掃除など、裏方の仕事が女性に任され

ることが多い」という意見が も多く、地域活動は、男性中心の慣行であ

ることがうかがえます。 

課 

題 

・地域の担い手不足が問題となっている現在、若い世代の男性の参画とリー

ダーとしての女性の参画が重要です。そのためには、男女共同参画の視点

に立った活動内容の在り方と活動の時間帯や場所などを見直すことが必

要です。 

・「女性は裏方」という意識を変え、女性の役員が出てきやすくなる方法を

検討することが必要です。 

男女共同参画の視点に立った地域活動の推進が必要です 
 

◆現在、参加している地域における社会活動 
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◆住んでいる地域（自治会など）に存在する男女の差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）役職や委員への就任について 

現 

状 

・ＰＴＡ会長や自治会長、職場の管理職、市の審議会や委員会のメンバーに

ついて、就任を依頼された場合、すべての役職や委員で『断る』という意

見が半数以上を超えており、決定の場への参画については消極的な人が多

いことがわかります。 

・現在、町内会や自治会の長などの役職に女性が少ない理由について、「男

性中心に組織が運営されている（役職や仕事分担、活動時間帯など）から」

が も多く、男性による地域組織の形成が図られてきた経緯がうかがえます。 

・女性では、「地域のさまざまな意見を調整し、組織をまとめていくことは、

女性より男性の方がむいているから」という意見が男性より多くなってい

ます。 

課 

題 

・地域活動への参画率の低い女性がさらに決定の場への参画ができるような 

環境を整備するには、女性がリーダーとしての成功体験を積み上げていく

ことが求められています。 

・女性自身が積極的に社会へ参加する意識啓発が必要です。 

男女が対等な立場で話し合える組織の形成が求められて

います 
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◆役職や委員への就任を依頼された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆町内会や自治会の長などの役割に女性が少ない理由について 
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（７）⼥性の⼈権について 

現 

状 

・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※16について、何らかのＤＶ被害を

受けたことがある女性の割合は 22.1％となっており、福岡県の割合

27.7％より、やや低い状況です。主なＤＶ被害の内容は、「人格を否定

するような暴言をはかれる」、「何を言っても長時間無視し続ける」とい

った、精神的暴力を経験した人が多くなっています。 

・ＤＶ被害を受けたことのある女性のうち、「相談しなかった（できなかっ

た）」割合は 57.1％と高く、多くの女性が一人で被害を抱え込んでおり、

この状況は大きな問題です。相談しなかった理由について、「相談する人

がいなかったから」という意見があり、「相談した」女性については、「公

的な相談窓口や医療機関」に相談したという回答はありませんでした。 

・女性の人権侵害をなくすためには、「被害者が安心して相談できる窓口を

確保する」や「犯罪の取締りを強化する」、「捜査や裁判での担当者に女

性を増やし、被害者が届けやすいようにする」などの意見が多くなってい

ます。 

課 

題 

・ＤＶ対策において、適切な対応が期待できる専門家や相談機関、公的機関

は重要です。そのため、被害者の人権を守り、支援するために、被害者が

安心して利用できる相談窓口の整備と支援に関する情報提供が喫緊の課

題です。 

ＤＶ被害者を守る、安全な相談機関の整備と支援に関する

情報提供が必要です 

 

◆何らかのＤＶを受けた経験の有無について 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                  
※16 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：一般的には、配偶者（パートナー）や恋人間などの親密な関係にある

またはあった人から振るわれる、個人の尊厳を侵すような身体的、精神
的、経済的、性的に苦痛を与える暴力のこと。 

福
岡
県
調
査 

（
平
成 

 

年
度
） 

26 

全
国
調
査 

（
平
成 

 

年
度
） 

23 

＜田川市＞ 
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◆経験したことのあるＤＶ被害の種類について 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＤＶ被害について、周囲への相談の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜女性 N=412＞ ＜男性 N=274＞ 
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◆ＤＶ被害について、実際に相談した相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＤＶ被害について、だれにも「相談しなかった（できなかった）」理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆配偶者等に対する暴力などの人権侵害をなくすために必要な方法について 
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（８）防災について 

現 

状 

・東日本大震災や熊本地震において、避難所設備等における女性への配慮が

不足していることが問題となりました。本市においても地域活動への参加

状況について、「地域の見守りや消防団など、防災・防犯に関する活動」

に男女差があります。（28 頁グラフ参照） 

・防災活動に関して、男女共同参画の視点からどのようなことが必要かにつ

いて、女性では「女性や乳幼児等に配慮した避難所設備の確保」や「女性

や乳幼児等に配慮した防災マニュアルの整備」、男性では「防災会議等の

委員への積極的な女性の登用」が高い割合を占めています。 

課 

題 

・女性の視点を取り入れた、避難所設備の確保や防災マニュアルを整備する

ことが必要です。 

・男性は女性の主体的な参画を求めており、防災活動を含めた、社会活動へ

の女性の参画を推進することが必要です。 

女性リーダーの人材育成に向け、防災活動を含む多様な

分野における女性の参画を促進することが必要です 

 

◆防災活動に関して、男女共同参画の視点から必要なことについて 
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（９）男⼥共同参画社会について 
ア）男⼥共同参画に関する⽤語等の認知度について 

現 

状 

・男女共同参画に関する用語、関連する法律や条約等の認知度について、「男

女雇用機会均等法※17」や「ＤＶ防止法」、「育児・介護休業法」、「男

女共同参画社会」が高くなっています。また、「ワーク・ライフ・バラン

ス」や「ジェンダー」等の認知度は 20％程度となっています。 

・市の男女共同参画推進に関する事項の認知度について、男女ともに「子ど

もの料理教室、男性の料理教室」が も高く、次いで「男女共同参画セン

ターゆめっせ」と続きます。また、「知らない」という回答が も多かっ

た事項は、男性では「女性人材バンク※18」（79.6％）、女性では「男女

共同参画 出前講座」（77.9％）となっています。 

課 

題 

・ＤＶに関する用語の「ＤＶ防止法」や「デートＤＶ」の認知度は、いずれ

も女性が男性を上回っていることから、男性に対する啓発を強化すること

が必要です。 

・男女共同参画に関する用語や講座の開催について、広報紙やホームページ

等を利用して、多くの市民に市の取組を知ってもらい、広めていく働きか

けが必要です。 

・田川市の男女共同参画の取組に対して、市民の認知度は高いとはいえず、

情報の周知・普及活動が必要です。 

・市民のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた出前講座の開催や、防災

活動への女性参画の意義についての啓発事業など、年齢や性別に応じたき

め細かい事業を展開していくことが必要です。 

男女共同参画への興味や関心を引き出すための啓発活動

が必要です 

 

 

 

 

 

                                                  
※17 男女雇用機会均等法：雇用の分野で、男女に平等に機会が与えられ、待遇が確保されることを目指す法律のこと。

また、女性労働者に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図るなどの措置を推進すること
も目的としている。 

※18 女性人材バンク：本市では、女性のアイデアや考えを市政に反映させるため、市が設置する様々な審議会等の委
員に女性の登用を進めている。「田川市女性人材バンク」は、審議会等の委員候補となる女性
を登録するもので、登録分野は「人権・男女共同参画」、「福祉・医療・健康」、「生活環境・ま
ちづくり」、「教育」、「産業・労働問題」、「政治・選挙」、「行政運営」、「文化・スポーツ」など
多岐にわたる。 
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◆男女共同参画に関する言葉の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆田川市の男女共同参画推進に関する事項の認知度 

 

◆田川市の男女共同参画推進に関する事項の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※19  

                                                  
※19 ゆめっせフェスタ：平成４年に「第１回女性フェスティバルたがわ」が開催され、平成 14 年に名称を「ゆめっ

せフェスタ」と変更した。市民が楽しみながら男女共同参画を理解する機会として、毎年様々
なテーマを検討して実施している。 

＜女性 N=412＞ ＜男性 N=274＞ 

※19 



                                     田川市の現状と課題  第２章 

37 

 

イ）今後、重点をおくべき施策について 

現 

状 

・男女共同参画社会の実現に向けての重点的な施策について、「高齢者等の

施設や介護サービスを充実する」が も高く、次いで「労働時間の短縮や

在宅勤務の普及など、男女ともに働き方の見直しを進める」、「保育の施

設・サービスを充実する」と続きます。また、特に女性は、介護支援の充

実を求めており、女性には介護の問題がより大きいことがわかります。男

性では「市の審議会委員や管理職など、政策・方針決定過程に女性を積極

的に登用する」と回答した割合が女性を上回っています。 

課 

題 

・今後、高齢化の進展が見込まれる中で、仕事と介護の両立は重要な課題と

なります。働きながら介護をする市民に、介護休業等の働き方に関する制

度、介護保険制度、地域における高齢者介護を支える仕組み等について、

十分な知識や情報を提供することが必要です。 

仕事と家庭生活を支える各種制度や仕組みについて、 

 

 

 

◆田川市における男女共同参画社会実現に向けて、今後重点をおいてほしい施策 

 

 

 

 

 

情報提供と環境整備の充実が求められています 
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３．関係団体ヒアリング調査からみた現状と課題 
本市の男女共同参画社会の実現に向けて活動する団体（団体 A）、子育て支援活動を

行う団体（団体 B）、まちづくり・ひとづくりに取り組む活動団体（団体 C）にヒアリ

ングを行い、本市における男女共同参画に関して、次のようなご意見をいただきました。 

（１）雇⽤機会や待遇、労働環境の整備について 
・市内で一般事業主行動計画※20策定が義務づけられている企業は数社しかなく、社

員の家庭生活や生活環境に関心を持つ風潮が根付いているとはいえない状況で

す。                                （団体 A） 

・働く母親が増えており、早朝や深夜、休日など、保育所では対応できない時間帯

に子どもを預けたいというニーズが増えていると感じます。     （団体 B） 

・産前産後休暇や育児休業取得者にとって、職場復帰しやすい環境が必要です。     

（団体 C） 

（２）仕事と家庭⽣活の調和について 
・家事、育児及び介護は、女性の仕事と考える高齢者が多いように思います。 

・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた出前講座等を企業や管理職を対象に実

施するなど、普及・啓発が必要ではないでしょうか。       （団体 A） 

・出産年齢が高齢化してきたため、育児と介護のダブルワークが増えているように

思います。 

・男性（父親）と子どもの関わる時間が少ないため、男性が子どもと向き合う時間

をとれるような機会や、男性の育児に協力的な企業や管理職が増えるといいと思

います。                           （団体 B） 

・夫婦で子育てをするという点から、男性も育児休業が取りやすい環境をつくるこ

とが必要です。                         （団体 C） 

（３）地域活動について 
・主体的に活動する団体の高齢化が進み、子育て世代など若年層の参加が少なく、

活動の輪が広がっていないことが課題です。           （団体 A） 

・市の組織として女性枠は広がりつつありますが、組や行政区は男性が中心です。

活動自体は、女性が行うことが多いと思います。           （団体 B） 

・仕事と家庭生活と地域活動の両立は難しいように思いますが、家族の理解や協力、

夫婦間の役割分担があれば、可能だと思います。          （団体 C） 

  

                                                  
※20 一般事業主行動計画：常時雇用する労働者の数が 301 人以上の事業主は、女性の活躍に関する状況の把握、改善

すべき事情についての分析をふまえ、定量的目標や取組内容等を記載した「事業主行動計
画」を策定し、女性の活躍に関する情報の公表が義務付けられている。また、300 人以下
の事業主については、努力義務とされている。 
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（４）まちづくり、政策・⽅針決定の場について 
・市議会女性議員は１人と少なく、地域の役職は男性中心であり、市の政策や方針

決定について、女性が進出することに否定的な雰囲気がみられます。また、その

考えは男性だけでなく、女性にも「男性まかせ」の意識があると思います。 

・まちづくり協議会に女性を積極的に登用するなど、地域コミュニティの活性化の

要に女性の考えを取り入れることが必要です。 

・男女共同参画についての広報活動や自治会での啓発等を行い、女性の積極的な参

加を求めることが必要です。住みよい、住みたい、居心地の良いまちづくりのた

めに、性別や年齢に関係なく、日々つながり合うことが大切であり、地域の行事

や隣組の大切さを伝える啓発活動に取り組んでほしいと思います。 

・市の防災会議は、28 人中女性委員は３人（平成 28 年４月１日現在）と非常に少

ない状況です。地域防災に女性の視点を取り入れることが求められています。ま

た、東日本大震災や熊本地震の経験から、日常的な防災訓練や避難所での女性へ

の配慮が必要であり、今後は、防災指導が可能な女性リーダーの育成が必要です。 

（団体 A） 

・行政の審議会や委員会において、若い世代の女性の発言は軽視されているように

感じます。また、審議会等に参加する有識者は男性が多く、女性が意見を言いづ

らい雰囲気があります。 

・審議会等の大半が、子育て世代にとって、忙しい時間帯（夕方）に開催されたり、

託児が設置されていなかったり、基本的に参加しづらい状況になっています。       

（団体 B） 

（５）家庭の貧困や⼈権問題について 
・学校教育の中で、ＤＶについて学ぶ機会が少ないため、今後、学校教育において、

ＤＶを未然に防ぐための取組が必要です。 

・離婚等によるひとり親家庭が増えており、特に母子世帯では経済的に生活が困窮

している世帯があると考えられます。そのため、すべての子どもたちが健やかに

育成される環境の整備や貧困対策、女性や子どもに対する支援が必要です。 

（団体 A） 

・夫からＤＶを受けているにも関わらず、それがＤＶであることに気づかない女性

が多いと感じますが、夫婦問題であるため、個人や地域では介入しづらい状況で

す。また、子どもの前で行われる暴力は、子どもの成長に悪影響をもたらします。

女性や子どもの人権が守られる社会であってほしいと思います。 

・自分の性別に違和感を持ち、悩みを抱えながら苦しんでいる子どもたちが増えて

います。そのような性的少数者※21への支援や理解を深めるための教育が必要です。 

（団体 B） 

                                                  
※21 性的少数者 （セクシャルマイノリティ）：同性愛者や両性愛者、性同一性障害者など、性的指向に関して少数派

である人、身体の性と心の性が一致しない性の同一性を欠いた状態である人などを指す。社会的に、誤解
や偏見、差別意識が払拭されておらず、社会生活・日常生活を送る上で制約があるなど、様々な問題が生
じている。また、性的指向及び性同一性障害に関して、ＬＧＢＴと呼ばれることもある。（Lesbian=女性
の同性愛者、Gay=男性の同性愛者、Bisexual=両性愛者、Transgender=性同一性障害） 
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（６）男⼥平等に関する意識について 
・男女の役割分担意識について、特に高齢者には根強いものがあります。男女平等

に関する教育を幼児期から実施するとともに、企業や地域など、あらゆる場でも

男女共同参画について学ぶ機会を設けることが必要です。      （団体 A） 

・子育てや介護など、女性が抱える問題は世代によって差があるように思います。    

（団体 B） 

・田川市では、「男性は仕事、女性は家庭」という意識が強いと感じます。（団体 C） 

 

（７）⽥川市の男⼥共同参画社会の実現のために必要な取組 
・女性のスキルアップを目指したセミナーの開催や人材育成など、女性の能力を高

め、男女の能力格差の解消が求められています。 

・男女ともに、性別にとらわれず、一人の人間として認め合うため、男性の正しい

理解と女性の意識改革が重要となります。男女共同参画について学べる機会を確

保することが必要です。                     （団体 A） 

・男女を問わず、子どもから大人までが自分の意見が言え、相手の話に耳を傾ける

ことができるような、教育の場と交流の場が必要です。 

・性別にとらわれることなく、また女性の参画のみにとらわれることなく、社会的

マイノリティ※22にもっと焦点をあてるべきだと思います。      （団体 B） 

・育児休業の際の代替配置や保育所入所措置の迅速な決定など、子育てをしながら

働き続けることができる環境整備が必要です。 

・外国人労働者が安心して就労できるよう、住居の確保など、生活面における支援

も必要です。                          （団体 C） 

 

 

  

                                                  
※22 社会的マイノリティ：社会的少数者または社会的少数集団のこと。その社会の権力関係において、その属性が少

数派に位置する者を表す。  
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４．施策実施状況からの課題                  
（１）広報・啓発活動 

１）普及・啓発活動の充実が必要です 

・男女共同参画情報紙「ゆめっせ通信」を年２回発行していますが、市民の認知度

は 16.4％と低い状況です。今後、より多くの市民に男女共同参画意識の普及・

啓発ができるよう、紙面の内容や啓発方法の充実を図ることが必要です。 

・市民の男女共同参画意識を高めることを目的とする「ゆめっせフェスタ」の参加

者数は目標人数 300 人を達成したものの、市民の認知度は 22.0％と低く、内

容等を検討し、認知度を高めていくことが必要です。 

 

（２）意識啓発 
１）男性の家庭生活への参画を促す事業の見直しが必要です 

・家庭における自立能力を高めるため、男性を対象とした料理教室を開催していま

すが、参加者は少なく、内容の見直しと工夫が必要です。 

２）生涯を通して、男女共同参画を学ぶ場・機会が必要です 

・学校教育や地域での講座の開催等に取り組んでいますが、特に、高齢者に根強い

性別役割分担意識があることから、世代別にターゲットを絞るなどの工夫が必要

です。 

・不妊や更年期、女性特有の病気など、男性も正しい知識を学び、女性の悩みや不

安に寄り添える、男女共同参画の視点に立った、性と生殖の健康と権利に関する

意識啓発が必要です。 

 

（３）⼥性の社会参加 
１）社会参加に対する女性自身の意識を変えるための周知・啓発活動が必要です 

・審議会における女性の登用率は増加傾向にありますが、平成 27 年度では 24.3％

（４月１日現在）と目標には達していません。 

・「女性人材バンク」を設置し、人材確保に努めていますが、市民の「女性人材バ

ンク」の認知度は 12.0％と低く、周知の工夫が必要です。 

・女性自身が地域活動を牽引していく意識は低いため、女性リーダー養成講座の開

催を周知するなど、女性の意識変革を図る取組が必要です。 
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（４）就労・働き⽅  
１）就労に関する制度や技術取得についての情報提供の充実が必要です 

・家事や育児、介護のための社会のシステムや施設等が不十分であると認識してい

る市民は多く、制度等の整備や育児・介護休業が取得しやすい職場環境への是正

が求められています。企業への出前講座等を行い、育児・介護休業制度の普及促

進に努めることが必要です。 

・認定農業者※23等においては農業者の高齢化が進み、新規就農者は単身者が多く、

協定を締結しうる家族経営の農家が減少しています。今後は、農業経営者に限ら

ず、すべての自営業者に、男女共同参画を推進する取組が必要です。 

・労働に関する基礎知識、女性を対象とした就職の相談支援を実施していますが、

利用者が少ない状況です。チラシやポスター、ホームページ等を活用し、利用の

促進を図ることが必要です。 

 

 

（５）ワーク・ライフ・バランス 
１）子育てや介護に関する情報や講座の充実が求められています 

・男性の子育て参加について、男性を対象にした講座を開催していますが、参加は

なく、内容や開催時期について、見直すことが必要です。 

・家庭介護介助者養成講座※24について、男性の参加を促進していますが、介護を理

由に女性が離職するケースが多くみられ、仕事と介護の両立、女性の介護負担の

軽減が求められています。 

・子育てや介護の負担を軽減する施設や制度の周知・普及が必要です。 

２）保護者の就労環境やニーズに配慮した、子育て支援の周知が必要です 

・本市のひとり親家庭は増加傾向にあり、特に母親の経済的自立に向けた支援は重

要です。自立のための就学や就職活動、病気等で育児や家事に困ったときに一時

的に子どものお世話をする、ひとり親家庭等日常生活支援事業※25の利用について、

周知・啓発の充実を図ることが必要です。 

                                                  
※23 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づく認定制度で、意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改

善するため、５年後の農業経営を目標とする「農業経営改善計画」を作成し、市町村の基本構想（認
定基準）に基づき、市町村からその計画の認定を受けた農業者（法人を含む）のこと。認定農業者
は、国や県、市町村等から条件によって様々な支援を受けることができる。 

※24 家庭介護介助者養成講座：高齢化社会の進展に伴い、寝たきりにならない、させないための日常の知識から、介
護に対する正しい考え方や介護の方法、家庭介護を支える行政や民間サービス活用のための知識な
ど、家庭介護に直面している人や地域で介護分野に従事している人にすぐに役立つ知識・技術の習
得を目的とした事業。 

※25 ひとり親家庭等日常生活支援事業：田川市に住民票がある母子家庭、父子家庭及び寡婦が修学、疾病等により、
一時的に生活援助・子育て支援が必要な場合に、家庭生活支援員を派遣し、生活の安定を図る事業。 
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（６）⼥性の⼈権 
１）ＤＶから被害者を守る取組や、相談支援体制の充実が必要です 

・相談員２名による、ＤＶ相談機能の充実に取り組んでいますが、市民意識調査の

結果によると、実際にＤＶを受け、公的機関へ相談したと回答した人はなく、相

談窓口の周知方法の検討が必要です。 

２）ハラスメントの防止や、子ども、高齢者、障がい者の虐待防止についての

意識啓発が必要です 

・広報紙を活用して、セクシュアル・ハラスメント※26やパワーハラスメント※27防止

の啓発を行っていますが、広報紙だけでは情報が行き届かない可能性もあるため、

啓発記事を掲載した情報紙等を企業に配布するなど、啓発方法の検討が必要です。 

・子どもや高齢者、障がい者の虐待防止について、広報紙への掲載やポスター掲示、

講演会等の開催などに取り組んでいますが、さらなる理解度向上のため、啓発方

法の検討が必要です。 

 

（７）⾏政の活動 
１）仕事と家庭生活の両立に、行政が率先して取り組むことが必要です 

・市の男性職員に対して、妻の出産に伴う休暇・育児休業の取得促進及び産前産後に

伴う育児参加休暇の取得促進を図っていますが、対象となる男性職員はこの制度に

ついて認識しておらず、十分に男女共同参画の意識が浸透していないことがわかり

ます。男性本人や周囲の人々（妻、親、上司等）の性別役割分担意識を解消し、市

民の模範となるように、周知徹底と活用促進に取り組むことが必要です。 

２）人権侵害防止に向けた教育を強化することが必要です 

・多くの職員に、ハラスメントが及ぼす影響や抑止的立場であることを認識しても

らうため、繰り返し研修会を実施し、意識を高めることが必要です。

                                                  
※26 セクシュアル・ハラスメント：性差別によって職場や学校で起きる性的ないやがらせを指し、身体に不必要に触

れたり、性関係を迫ったり、性的なうわさを広めたり、多くの人の目に触れる場所にわい
せつな写真を掲示することなどが含まれる。 

※27 パワーハラスメント：会社等で、職権などの権力や地位、人間関係を背景にし、人格と尊厳を傷つける言動を繰
り返し行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為のこと。 
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５．男⼥共同参画推進における課題整理 

１．働く場における⼥性の活躍を促進する社会の理解と仕組みが必要です。 
・市内事業所における就業と育児・介護の両立支援の取組は、市外事業所と比較して不足し

ている状況にあります。 

・働く場における女性の活躍を促進するために、職場の上司や同僚の理解や、育児や介護を

支援する制度、サービス等の充実が必要です。 

 

２．男性が家事・育児・介護に参画しやすい環境と理解が必要です。 
・男女が仕事と家庭生活を両立していくために、男性中心型労働慣行や長時間労働の見直し、

育児休業や介護休業取得の促進など、企業の環境整備と意識啓発が必要です。 

 

３．起業や再就職、⾃営業等における、⼥性の活躍を⽀援することが必要です。 
・本市の女性の就業率を国や県と比較すると、通常、結婚・出産期に相当するといわれる

30～44 歳においては高く、一般的な M 字カーブを描いていません。しかし、20～24

歳の就業率は低くなっており、職業能力訓練等を含む就業支援が必要です。 

・女性の再就職の支援や起業の促進、あらゆる分野の自営業者に男女共同参画を推進する意

識啓発を行うなど、女性の力を 大限に引き出すための支援が必要です。 

 

４．地域における男⼥共同参画の推進が必要です。 
・地域の自治会長の女性比率は県平均と比較して低く、民生委員・児童委員の女性比率も県

の値より低くなっています。市の審議会の女性登用率も同様です。 

・地域における方針決定過程への女性の参画を促進するとともに、政治やまちづくりなどに

おける女性リーダーの育成が必要です。 

 

５．⼥性の視点を取り⼊れた防災活動の実施が必要です。 
・市の防災会議の女性委員は、28 人中 3 人（平成 28 年４月１日現在）と少ない状況にあ

ります。防災や避難生活における女性等への配慮の方法を検討するために、防災会議や自

主防災組織への女性の参画を促進することが必要です。  
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６．ＤＶから被害者を守る取組、相談⽀援体制の強化が必要です。 
・ＤＶの根絶に向けた啓発と被害者の保護、自立に向けた支援など、関係団体と連携しなが

ら、相談支援体制を強化することが必要です。 

 

７．⽣活に困難を抱える⼈々が安⼼して暮らせるための⽀援が必要です。 
・本市の離婚率は県の値より高く、ひとり親家庭も増加傾向にあります。 

・ひとり親家庭や高齢者、障がい者、外国人、性的少数者であることで受ける人権侵害の抑

止のため、広報紙や講演会等による啓発や環境整備が必要です。 

 

８．⽣涯を通じた、男⼥の健康に関する教育が必要です。 
・本市では、学校教育や地域での講座等で男女共同参画を学ぶ取組を進めていますが、より

一層男女相互の理解を深めるために、学校における性教育の充実、女性特有の病気や男性

の心の健康等、互いのライフサイクルに応じた健康支援が必要です。 

 

９．固定的性別役割分担意識解消のための教育、普及啓発活動が必要です。 

・幼少期から男女共同参画について理解を深めるため、教育内容の充実を図ることが必要です。 

・女性が社会で活躍するためには、男性の家庭生活への参画が重要であり、職場の理解を求

めるための意識啓発や職場風土の改善が必要です。講座や研修会、企業や管理職対象の出

前講座を開催するなど、普及啓発活動の強化が必要です。 
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第３章 プランの基本的な考え方 
 

１．プランのめざす姿 
本市では、平成 19 年に策定したプランにおいて、「一人ひとりを尊重し、豊か

に輝くまち・田川 ～男女にとらわれず 共に認めあうまちを目指して～」を将来

像として定め、その実現に向けた取組を進めてきました。 

本市では、様々な広報・啓発活動を実施していますが、依然として、家庭や地域、

職場などの男女の不平等感が残っている状況です。 

また、少子・高齢化の進展、家族形態やライフスタイルの多様化、不安定な経済

状況等によって、家族のつながりが変化し、また地域社会での支え合いが希薄化し

ています。まちづくりや防災活動等に女性の参画を促し、地域で男女がともに支え

合い、絆を深めていくことが必要です。 

これらの課題に対して、本プランでは、前プランの理念を継承しつつ、すべての

男女がお互いにその人権を認め、家庭や地域で支え合い、自分自身の個性や能力を

発揮し、自分らしく生きられる男女共同参画社会の実現に向け、めざす姿を以下の

ように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

めざす姿 

男女がともに認め合い  
互いに支え合い  

自分らしく生きる 
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２．基本⽬標 
本プランが目指す社会の実現のために、４つの基本目標を掲げます。 

 

    

○女性の働く場における活躍、男性の働き方の見直しなどを推進し、仕事と生活の調

和の実現を目指します。また、女性が経験をいかし、技術を向上させることで能力

を 大限に発揮できるように支援します。 

○各種法制度の周知を行うとともに、誰もが働きやすい環境づくりに向けた啓発を推

進します。 

 

 

 

○日々の生活は、家族や近隣住民等の地域社会の中に成り立っており、少子高齢化や

核家族化による自治機能の衰退が進む中、女性の活力は極めて重要です。地域の方

針決定過程への女性の参画や、地域防災体制の構築に女性の視点を取り入れるなど、

男女が互いの力を合わせて地域社会を活性化する環境づくりと意識の醸成を推進し

ます。 

 

 

 

○ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメントなど、あら

ゆる暴力の根絶に向け、暴力の未然防止や、相談窓口のさらなる周知と相談体制の

充実に向けた取組を推進します。 

○経済、生活、人権上の課題に直面した人々への差別の防止や男女の生涯の健康支援

を推進します。 

 

 

 

○「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識の解消や家庭生活、仕事、

地域など、あらゆる場面における男女共同参画の理解を深めるための意識づくりを

推進します。 

  

地域社会において、男⼥が⽀え合う 
基本⽬標２ 

男⼥がともに健やかに安⼼して暮らす 
基本⽬標３ 

⼀⼈ひとりを尊重し、男⼥共同参画意識が浸透する 
基本⽬標４ 

働く場において男⼥がともに参画し、活躍する 
基本⽬標１ 
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３．施策の体系図  

基本⽬標 

男
女
が
と
も
に
認
め
合
い 

互
い
に
支
え
合
い 

自
分
ら
し
く
生
き
る 

３．施策の体系図 

 

働く場において 
男⼥がともに 
参画し、活躍する 

基
本
⽬
標
１ 

１．働く場における女性の活躍を促

進する社会の理解と仕組みが

必要です。 

２．男性が家事・育児・介護に参画

しやすい環境と理解が必要です。 

３．起業や再就職、自営業等におけ

る、女性の活躍を支援すること

が必要です。 

４．地域における男女共同参画の推

進が必要です。 

５．女性の視点を取り入れた防災活

動の実施が必要です。 

６．ＤＶから被害者を守る取組、相

談支援体制の強化が必要です。 

７．生活に困難を抱える人々が安心

して暮らせるための支援が必

要です。 

８．生涯を通じた、男女の健康に関

する教育が必要です。 

９．固定的性別役割分担意識解消の

ための教育、普及啓発活動が必

要です。 

地域社会において、 
男⼥が⽀え合う 

基
本
⽬
標
２ 

男⼥がともに 
健やかに安⼼して 
暮らす 

基
本
⽬
標
３ 

⼀⼈ひとりを尊重し、 
男⼥共同参画意識が 
浸透する 

基
本
⽬
標
４ 

基本目標１は「女性活躍推進法」に規定する市町村推進計画を兼ねる。 

基本目標３（１）は「ＤＶ防止法」に規定する市町村基本計画を兼ねる。 

課  題 めざす姿 



                                   プランの基本的な考え方  第３章 

49 

 

 
（１）働く場における 

男⼥共同参画の推進 

１）男女の対等な雇用機会と待遇の確保及び支援 

２）仕事と子育て・介護の両立支援 

３）企業等における女性の登用推進及び啓発 

４）ワーク・ライフ・バランスの意識啓発 

（２）⼥性の能⼒をいかせる 
就労環境の整備 

１）多様な働き方を可能にする能力開発・就職支援 

２）女性による起業や再就職の支援 

（１）地域における男⼥共同 
参画の推進 

（２）社会環境づくりへの 
⼥性の参画促進 

１）男女共同参画を推進するリーダーの育成・活用 

２）審議会等への女性の登用促進 

１）地域活動への男女共同参画の促進 

２）地域活動団体等の育成、支援 

３）防災活動における男女共同参画の推進 

 

（３）⽣涯を通じた 
⼼⾝の健康⽀援 

（１）あらゆる暴⼒の根絶 
及び被害者⽀援 

１）ＤＶ防止のための広報・啓発活動 

２）ＤＶ相談体制の充実 

３）被害者の緊急保護と救済体制の充実 

４）ハラスメント防止に関する取組の充実 

（２）⽣活上の困難や⼈権課題を 
抱える⼈々への⽀援の充実 

１）ひとり親家庭への支援 

２）子ども、高齢者、障がい者、外国人及び性的少数者等の人権を尊重

する啓発の推進 

 
（１）男⼥共同参画社会の実現に 

向けた意識改⾰ 

１）男女共同参画を進める広報、啓発活動 

２）家庭・職場・地域における意識啓発 

３）社会制度・慣行の見直しに向けた意識啓発 

４）男性の意識改革の促進 

（２）学校教育等における 
男⼥共同参画の推進 

１）男女平等の視点に立った学校教育等の推進 

２）男女平等の視点に立った社会教育等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）心身の健康づくり支援の充実 

２）性と生殖の健康と権利についての理解促進 

施 策 の ⽅ 向 

プランの推進体制の 
整備・強化 

１）プランの進行管理 

２）推進体制の充実 

３）市民・地域等との連携 

基 本 取 組 
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第４章 プランの内容 

 

 

働く場において男⼥がともに参画し、活躍する 
 

基本取組
（１）働く場における男⼥共同参画の推進 

少子高齢化の進行に伴い、労働力人口が減少していることから、働く場での男女共同参

画を推進し、男女一人ひとりがその能力を十分に発揮することが重要です。 

田川市では、これまで女性の就労継続に向けた仕事と家庭との両立支援策の充実や男女

の均等待遇、非正規雇用者の雇用環境の整備など、働きやすい労働環境整備を進めるよう、

自営業等を含む地元の企業関係団体に対して、啓発に取り組んできました。 

今後も、女性も男性も仕事だけ、家庭だけという二者択一を迫られることなく、多様

なライフスタイルに応じた多様な働き方を選択することができ、個人の力を十分に発揮

できる職場環境づくりを促進するとともに、雇用などにおける男女共同参画及びワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本
目標 １



第４章 プランの内容 

54 

施策の方向１ 男女の対等な雇用機会と待遇の確保及び支援 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

１ 法律や制度についての事
業主への啓発 

男⼥共同参画に関する法律や育児・介護休業制度、
家族経営協定制度等について、国や県と連携し、広
報たがわや市ホームページ等を活⽤した啓発活動を
事業主に⾏います。 

産業振興課 

２ 育児・介護休業制度の普
及促進 

競争⼊札参加資格審査申請者に対し、育児・介護休
業制度に関するアンケート調査を実施します。また、
アンケート結果を基に事業所への出前講座等を⾏
い、育児・介護休業制度の普及促進に努めます。 

⼈権・同和 
対策課 

３ 教職員を対象とした特定
事業主⾏動計画の推進 

教職員を対象とした特定事業主⾏動計画に基づき、
職員への計画の周知を図るとともに、制度の取得推
進など働きやすい職場づくりを進めます。 

学校教育課 

４ 
⼈事評価制度の本格導⼊
による公正・公平な⼈事
処遇の実現 

市職員の課⻑以上を対象とした⼈事評価研修会を実
施し、評価の平準化を図り、客観的・具体的な評価
に基づく公正・公平な⼈事・給与等の処遇を⾏います。 

総務課 

５ 労働相談 
職場のトラブルを円満に解決するため、筑豊労働者
⽀援事務所と連携し、「労働相談」を⾏います。 

産業振興課 

施策の方向２ 仕事と子育て・介護の両立支援 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

６ 延⻑保育促進事業 
保護者の就労形態の多様化や⻑時間の通勤等に伴う
保育時間の延⻑に対する需要に対応するため、通常
の保育時間を超えて延⻑保育を実施します。 

⼦育て⽀援課 

７ ⼀時保育事業 

就労形態の多様化に対する⼀時的な保育や、専業主
婦家庭等の育児疲れ解消、緊急時の保育等を⾏いま
す。また、保護者の傷病・⼊院・災害・事故、育児
等に伴う⼼理的・⾁体的負担の解消等により、緊急・
⼀時的に保育が必要となる児童に対する保育を実施
します。 

⼦育て⽀援課 

８ 病児・病後児保育事業 
保護者が就労している場合等において、⼦どもが病
気の際に⾃宅での保育が困難な場合に、専⽤施設で
⼀時的に保育を実施します。 

⼦育て⽀援課 
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No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

９ ファミリーサポートセン
ター事業 

おねがい会員、まかせて会員及び両⽅会員登録者が
⼦育ての相互援助を⾏うため、まかせて会員養成講
習会や会員交流会を開催します。また、事業につい
て広報たがわや市ホームページ等を活⽤し、周知し
ます。 

⼦育て⽀援課 

10 放課後児童クラブの充実 

全学年受⼊れの実施等による登録児童の増や多様化
する保護者ニーズに対応するため、⼩学校の空き教室
の利⽤等、環境整備に努め、学習⽀援を実施します。
また、⺠営化を含めた運営⽅法の検討も進めます。 

学校教育課 

11 ⼦育て⽀援事業 
⼦育てサークル⽀援、出張⼦育て⽀援、育児講座、
⼦育てボランティア養成講座等を⾏い、地域の⼦育
て⼒の向上を図ります。 

⼦育て⽀援課 

12 児童家庭相談 

家庭児童相談員及び保健師といった専⾨相談員が児
童の養育など家庭内の様々な問題についての相談を
受け、⽀援を⾏います。また、⼦育て⽀援課（⼦ど
も相談ホットライン）の相談窓⼝について周知し、
利⽤を促すことで育児不安等の軽減を図ります。 

⼦育て⽀援課 

13 ⺟⼦保健施策の充実 
乳児家庭全⼾訪問、乳幼児健診等において、乳幼児
の発達状況、保護者の育児不安やストレス等を把握
し、関係機関と連携して助⾔や⽀援を⾏います。 

地域福祉課 

14 
介護保険制度等の在宅⽀
援サービスについての 
周知徹底 

広報たがわや市ホームページ等を活⽤し、介護保険
制度の周知を図ります。 
また、⽥川市⾼齢者福祉事業のチラシを全⼾配布し、
事業の周知を図ります。 

⾼齢障害課 

15 男性職員の育児参加の促進 

市職員を対象とした特定事業主⾏動計画に基づき、
男性職員に対して、妻の出産に伴う休暇・育児休業
及び妻の産前産後に伴う育児参加休暇について説明
し、取得促進を図ります。また、特定事業主⾏動計
画を庁内ネットワークの電⼦書庫に掲載し、育児休
業について周知を図ります。 

総務課 
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施策の方向３ 企業等における女性の登用推進及び啓発 

 
施策の方向４ ワーク・ライフ・バランスの意識啓発 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

18 ワーク・ライフ・バラン
スの意識啓発 

ワーク・ライフ・バランスについての理解を深める
ため、広報たがわやゆめっせ通信、市ホームページ
等を活⽤した情報提供や事業所への出前講座を⾏う
などして、啓発を進めます。 

⼈権・同和 
対策課 

 

 

 

 

 

  

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

16 ⼥性職員の研修への参加
促進 

本市研修計画において、主要な取組事項として掲げ
る研修会へ、職制に応じて参加を促進し、⼥性職員
の⼈材育成を⾏います。 

総務課 

17 企業等への⼥性の積極的
登⽤の働きかけ 

広報たがわやゆめっせ通信、市ホームページ等を活
⽤し、企業等に対して⼥性の積極的登⽤に関する研
修会等の情報を提供します。また、企業へ⼥性の登
⽤促進に関する出前講座を⾏うなどして、啓発を進
めます。 

⼈権・同和 
対策課 
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基本取組
（２）⼥性の能⼒をいかせる就労環境の整備 

性別に関わらず、多様な生き方、働き方を実現するためには、働き方の見直しやポジテ

ィブ・アクションにより男女間格差を是正するなど、子育て・介護等により離職した女性

の再就職や起業の支援、自営業等における就労環境の整備を推進することが必要です。 

田川市では、再就職や起業に向けた基礎知識の習得や資格取得、技能取得についての情

報提供、女性を対象とした就職の相談支援を行っていますが、利用者は少ない状況です。 

今後、地域経済の発展や企業の活性化を図るためにも、女性の就業能力を高め、個人の

ライフスタイルに見合う職業選択や有効な資格・技能等の取得が可能となるよう、研修会

や講演会の開催、チラシやホームページ等を活用した情報提供や相談体制の充実を図ります。 

 

施策の方向１ 多様な働き方を可能にする能力開発・就職支援 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

19 ⼦育て⼥性の就職⽀援相談 
⼦育て中の⼥性の就職を⽀援するために、福岡県筑
豊労働者⽀援事務所と連携し、⼦育て⼥性の就職⽀
援相談を⾏います。 

⼈権・同和 
対策課 

20 
労働に関する情報の提供
及び就職に関する助成制
度の実施 

労働に関する基礎知識、各種資格取得、技能取得に
ついて、広報たがわや市ホームページ等を活⽤し、
情報提供を⾏います。また、就業援助制度に係る助
成を⾏います。 

産業振興課 

施策の方向２ 女性による起業や再就職の支援 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

21 再就職のための⽀援の実施 

出産や育児、介護などで退職し再就職を希望する⼥
性のために、広報たがわやゆめっせ通信、市ホーム
ページ等を活⽤し、就労に関する情報提供を⾏いま
す。また、⼥性相談利⽤者には、⼥性相談員が就労
に関する情報提供を⾏います。 

⼈権・同和 
対策課 

22 創業⽀援事業 
創業セミナーの開催や創業⽀援窓⼝による新規創業
者の⽀援を⾏います。 

産業振興課 

23 男⼥の起業に関する啓発 
起業に関するセミナー等の情報を把握し、チラシの
配布やポスターの掲⽰及び広報たがわや市ホームペ
ージ等を活⽤し、情報提供を⾏います。 

⼈権・同和 
対策課 
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地域社会において、男⼥が⽀え合う 
 

基本取組
（１）地域における男⼥共同参画の推進 

わが国全体が人口減少という現実に直面する中、今後、活力ある地域社会を形成する

ためには、政治やまちづくりなどに、女性が積極的に参画し、男女が対等な立場で意思

決定を行うことが重要です。 

田川市では、男女が対等に地域の活動に参画しながら、時代にふさわしい地域づくり

を進めることとし、校区活性化協議会等においては、女性の活動の場を拡大する学習会

等に取り組んでいます。また、地域で男女共同参画に向けた取組を行っている、市民活

動団体等への支援を行っています。しかし、地域で行われる活動において、女性に比べ

て男性の参加率が高いことや、自治会長の女性比率が低いことなど、性別等により役割

が固定化している状況です。 

今後、地域の活動が性別によって偏ることのないよう、多くの住民が参画できる環境

整備を進め、男女共同参画の視点に立った地域活動を推進します。 

また、災害が起きた時、性別や年齢、障がいの有無など、様々な社会的立場によって

影響は異なるため、男女のニーズの違いを把握するとともに、男女共同参画の視点に立

った防災対策を進めます。 

 

施策の方向１ 地域活動への男女共同参画の促進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

24 校区活性化協議会等への
⼥性の参画促進 

男⼥共同参画センター等と連携して校区活性化協議
会等で出前講座を⾏い、地域における学習機会を提
供します。 

⽂化⽣涯学習課 
⼈権・同和対策課 

施策の方向２ 地域活動団体等の育成、支援 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

25 男⼥共同参画に係る団体
の活動⽀援 

男⼥共同参画に係る市⺠活動団体について、広報た
がわや市ホームページ等で紹介します。また、講座
室や会議室を提供し、その活動を⽀援します。 

⼈権・同和 
対策課 

 

 

基本
目標 ２



プランの内容  第４章 

                        

59 

施策の方向３ 防災活動における男女共同参画の推進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

26 
地域における防災活動
（訓練・研修等）への⼥
性参加の促進 

平時から保健センターや保育所、幼稚園及び⼩中学
校等と連携しながら、妊産婦や乳幼児及び児童の保
護者等に対して防災知識の普及や訓練を実施するこ
とで、地域における防災活動への⼥性の参加を促進
します。 

安 全 安 ⼼ 
まちづくり課 

 

基本取組
（２）社会環境づくりへの⼥性の参画促進 

男女共同参画社会の実現のためには、政策や方針の立案、決定といった社会的な意思

決定過程への女性の参画拡大が重要です。国においても、「社会のあらゆる分野におい

て、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が少なくとも 30％程度になるよ

うに期待する」との目標を掲げています。 

田川市では、様々な分野の審議会に多くの女性が参画できるように「田川市女性人材

バンク」を設置しており、今後もさらなる活用・充実に向け、広報紙やホームページ等

で広く市民に呼びかけ、多様な意思が政治や社会の政策・方針決定に公平・公正に反映

される環境づくりを推進します。 

 

施策の方向１ 男女共同参画を推進するリーダーの育成・活用 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

27 ⼥性⼈材バンクの充実 
⼥性の⼈材育成及び活⽤のため、⼥性⼈材バンクにつ
いて広報たがわやゆめっせ通信、市ホームページ等で
広く市⺠に呼びかけ、登録者の充実を図ります。 

⼈権・同和 
対策課 

28 ⼥性リーダー育成に向け
た学習の場の提供 

⼈材育成のための⼥性リーダー養成講座を開催しま
す。また、市⺠活動団体や⼥性⼈材バンク登録者等
に研修会等の各種情報の提供を⾏います。 

⼈権・同和 
対策課 

施策の方向２ 審議会等への女性の登用促進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

29 各種審議会等における 
⼥性登⽤の推進 

「⼥性の登⽤推進⽅策」に配慮しながら、各種審議
会等の委員への⼥性の登⽤を積極的に推進します。
各種審議会等の新規設置や委員改選時等には、⼥性
⼈材バンクの活⽤を検討するよう依頼します。また、
各委員会、審議会等の⼥性登⽤率の上昇を図るため、
登⽤状況についての調査を⾏い、公表します。 

⼈権・同和 
対策課 
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男⼥がともに健やかに安⼼して暮らす 
 

基本取組
（１）あらゆる暴⼒の根絶及び被害者⽀援 

配偶者や恋人等といった親密な人間関係の中で生まれる暴力（ＤＶ）は、犯罪ともな

り得る重大な人権侵害です。また、ＤＶの被害者は圧倒的に女性が多く、この背景には、

男女が共に対等なパートナーであるという意識の欠如や社会的地位や経済力の格差など

の問題があります。 

田川市では、田川市男女共同参画センターゆめっせに女性相談員を２名配置し、ＤＶ

相談機能の充実に取り組んでいます。 

今後は、あらゆる暴力の根絶に向け、ＤＶやセクシュアル・ハラスメント、ストーカ

ー被害等の相談窓口のさらなる周知を図ります。また、研修会等への参加により相談員

の資質向上を図るとともに、地域や教育機関、福祉機関、警察等の関係機関との連携を

強化し、被害者の早期発見、保護から自立支援に至る各段階にわたり、切れ目のない支

援を行います。 

 

 

施策の方向１ ＤＶ防止のための広報・啓発活動 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

30 ＤＶ防⽌のための広報・ 
啓発活動 

ＤＶに対する正しい理解と認識を深めるよう、広報
たがわやゆめっせ通信、市ホームページ等を活⽤し
た啓発やＤＶ防⽌の講座を⾏います。また、ＤＶ相
談窓⼝案内カードの関係施設への設置や、広報たが
わや市ホームページ等を活⽤して、相談窓⼝の周知
を図ります。 

⼈権・同和 
対策課 

施策の方向２ ＤＶ相談体制の充実 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

31 相談員の資質向上のため
の研修の実施 

相談員の資質向上のために、県⼥性相談所や県男⼥
共同参画センター「あすばる」等が実施する研修会
を積極的に活⽤します。 

⼈権・同和 
対策課 

  

基本
目標 ３
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施策の方向３ 被害者の緊急保護と救済体制の充実 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

32 
被害者の保護のための関係
機関との連携及び安全確保
のための直接的⽀援 

被害者の緊急避難の際、県や他の相談機関や警察と
連携し、⼀時保護施設への措置等、迅速かつ適切に
被害者の保護を⾏います。また、住⺠基本台帳の閲
覧制度など安全確保のための制度について情報提供
し、必要に応じて関係機関への⼿続きを直接⽀援し
ます。 

⼈権・同和 
対策課 

33 ＤＶ被害者の⾃⽴に向けた
⽀援 

ＤＶ被害者の⽣活の安定のために、福祉制度等につ
いて情報提供を⾏います。また、経済的⾃⽴のため
に就職情報の提供や就業に向けての⽀援を⾏いま
す。 

⼈権・同和 
対策課 

施策の方向４ ハラスメント防止に関する取組の充実 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

34 ハラスメント防⽌のため
の意識啓発 

広報たがわやゆめっせ通信、市ホームページ等を活
⽤し、ハラスメント防⽌に関する啓発を⾏います。 

⼈権・同和 
対策課 

35 

市におけるセクシュア
ル・ハラスメント、パワ
ーハラスメントの防⽌に
向けた取組 

市職員の係⻑以上を対象としたセクシュアル・ハラ
スメントやパワーハラスメント防⽌に向けた研修会
を実施します。 

総務課 

 

基本取組
（２）⽣活上の困難や⼈権課題を抱える⼈々への⽀援の充実 

非正規雇用労働者やひとり親家庭等、生活上の困難に陥りやすい女性が増加してい

る中で、その困難への対応に加え、困難な状態になる以前からの対応が必要です。田

川市では、ひとり親家庭について、国や県の事業を活用しながらひとり親家庭自立支

援策を継続して実施しており、今後も就業面・生活面の環境整備を行い、男女の均等

な機会と公正な待遇の確保を徹底します。 

また、子ども、高齢者、障がい者、外国人及び性的少数者等が安心して暮らすこと

ができるよう、人権尊重の観点から人権教育・啓発活動等を進めるとともに、相談支

援体制の充実など、社会基盤の構築を図ります。 
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施策の方向１ ひとり親家庭への支援 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

36 ⾃⽴⽀援教育訓練給付⾦
事業 

就職による⾃⽴を⽀援するため、対象講座を受講し
た場合に⽀払った受講料の６割（上限２０万円、下
限１万２千円）に相当する額を⽀給します。 

⼦育て⽀援課 

37 ⾼等職業訓練促進給付⾦
等事業 

就職に有利であり、かつ⽣活の安定に資する資格取
得を促進するため、養成機関修業期間中に訓練促進
給付⾦、修了後に修了⽀給給付⾦を⽀給し、経済的
⽀援を⾏います。 

⼦育て⽀援課 

38 ひとり親家庭等⽇常⽣活
⽀援事業 

家庭⽣活⽀援員を派遣し、⾷事の世話、住居の掃除、
⽣活必需品の買い物、その他の付帯する⽇常⽣活の
⽀援を⾏います。また、⼦育て⽀援として、乳幼児
の保育、その他付帯する⽇常⽣活の便宜を図るため
の⽀援を⾏います。 

⼦育て⽀援課 

施策の方向２ 子ども、高齢者、障がい者、外国人及び性的少数者等の人権を
尊重する啓発の推進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

39 児童虐待防⽌ 

児童虐待の通告受理に伴い、対応⽀援を⾏います。
特に、養育⽀援が必要であると判断した家庭に対し
て、その居宅を訪問し養育⽀援を⾏います。また、
児童虐待の未然防⽌のため、出産後間もない育児に
不慣れな⺟⼦に対し、育児⽀援講座を⾏います。 

⼦育て⽀援課 

40 ⾼齢者の権利を尊重する
啓発の推進 

⾼齢者の権利を尊重する意識を⾼めるため、市⺠ま
たは専⾨職等に対し、研修会を開催します。また、
広報たがわや市ホームページ等を活⽤し、啓発を⾏
います。 

⾼齢障害課 

41 障がい者虐待防⽌のため
の啓発の推進 

障がい者虐待防⽌に関する啓発パンフレットを窓⼝
に設置するとともに、必要に応じて虐待に関する相
談に応じ、情報提供を⾏います。また、障がいにつ
いての理解促進を図るための情報及び虐待相談窓⼝
に関する情報を広報たがわや市ホームページ等を活
⽤し、周知します。 

⾼齢障害課 

42 
外国⼈の権利を尊重する
啓発の推進 

外国⼈に対する正しい理解を深めるため、研修会等
を⾏い、啓発を進めます。 

⼈権・同和 
対策課 

43 性的少数者の権利を尊重
する啓発の推進 

性的少数者に対する正しい理解を深めるため、広報た
がわやゆめっせ通信、市ホームページ等を活⽤した情
報提供、研修会等を⾏い、啓発を進めます。 

⼈権・同和 
対策課 
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基本取組
（３）⽣涯を通じた⼼⾝の健康⽀援 

田川市では、平成 23 年３月に策定した「健康たがわ 21 推進計画（第２次）」に基

づき、定期的な健（検）診の受診や規則正しい生活習慣の習得、生活習慣病の予防等、

市民が生涯にわたり健康な生活を営む権利を保障するために、世代に応じた健（検）

診事業、相談事業、健康教育を推進し、周知しています。 

近年では、女性の就業等の増加や晩婚化等の婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等

に伴う女性の健康に関わる問題の変化など、生涯を通じて直面する、男女の異なる健

康上の問題に留意することが必要です。そのため、男女が互いに、自分や相手のから

だ、健康について正確な情報や知識を得ることができるよう、学校教育や広報紙等に

よる情報提供を通じて、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健

康・権利）※28のもつ意味について広く浸透させ、男女が互いの性を尊重する意識の醸

成を図ります。 

さらに、若い世代の望まない妊娠や 近増えている性感染症等、未来を担う若者た

ちの性と生殖の健康に目を向けた取組が求められており、小学校や中学校で児童・生

徒の発達段階に応じた性教育を引き続き充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
※28 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健康・権利）： 

「すべての男女は肉体的、精神的、社会的に良好な状態で、安全で満足できる性生活を送り、いつ何人子どもを
産むか産まないかを決める自由と権利をもつ」という考え方のこと。万人に保障する権利であるが、妊娠・出産
の身体機能を持つ女性に特に重要となる。 
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施策の方向１ 心身の健康づくり支援の充実 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

44 ⽣涯を通じた男⼥の健康
⽀援の推進 

性別や年齢に関わらず⾃ら健康管理ができるよう
に、健康相談会や講演会等を実施します。また、チ
ラシの配布及び広報たがわや市ホームページ等を活
⽤し、啓発を⾏います。 

地域福祉課 

45 健（検）診、健康相談、
健康情報の提供 

各種がん検診（胃がん・肺がん・⼤腸がん・⼦宮頸
がん・乳がん・前⽴腺がん）及び⾻粗しょう症検診、
肝炎ウイルス検診、また⽣活保護受給者健診、ヤン
グ健診を実施します。また、その際、必要に応じた
健康相談や情報提供を⾏います。 

地域福祉課 

施策の方向２ 性と生殖の健康と権利についての理解促進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

46 ⼦どもの発達段階に応じ
た性教育の実施 

⼩中学校の保健体育、特別活動、道徳の時間におい
て、発達段階に応じた性教育の授業を⾏います。 

学校教育課 

47 薬物乱⽤防⽌のための 
啓発の推進 

⺟⼦⼿帳交付や健康相談会等で喫煙や飲酒、シンナ
ーなど、薬物による健康被害について情報提供を⾏
います。 

地域福祉課 

48 薬物乱⽤防⽌のための 
教育の推進 

喫煙や飲酒、シンナー、覚せい剤など、薬物による
健康被害について正しく理解するため、関係機関と
連携し、薬物乱⽤防⽌のための教育を推進します。 

学校教育課 

49 性と⽣殖の健康と権利に
関する意識啓発 

広報たがわや市ホームページ等を活⽤し、相談事業
に関する情報提供を⾏います。また、乳児全⼾訪問
時やイベント等でリプロダクティブ・ヘルス/ライツ
（性と⽣殖の健康と権利）に関するリーフレットを
配布します。また、不妊に悩む⽅の⽀援として治療
費の助成を⾏います。 

地域福祉課 
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⼀⼈ひとりを尊重し、男⼥共同参画意識が浸透する 
 

基本取組
（１）男⼥共同参画社会の実現に向けた意識改⾰ 

男女共同参画社会を実現していく上で、人々の意識の中に形成された性別に基づく固

定的な役割分担意識や性差に関する偏見、社会制度・慣行の解消は重要です。 

田川市では、これまでゆめっせ通信をはじめホームページや「ゆめっせフェスタ」、

講演会等における啓発に取り組むことで、市民の男女共同参画意識の向上を図ってきま

した。本プランにおいても、男女共同参画理念の普及と男女共同参画意識の醸成を図る

ため、引き続き、啓発を行います。 

また、家庭において家事等の中心的な担い手は女性であるという、固定的な性別役割

分担意識は未だに根強く残っており、男性に対して家庭生活における家事等の分担を促

すための講座や研修会の開催、企業等への働きかけを積極的に行い、男女共同参画意識

を高めます。 

 

施策の方向１ 男女共同参画を進める広報、啓発活動 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

50 様々な広報媒体による啓
発の推進 

広報たがわやゆめっせ通信、市ホームページ等を活
⽤し、男⼥共同参画についてわかりやすい啓発に努
めます。その際、より多くの⼈に啓発及び情報発信
ができるよう、掲載内容を充実させるとともに、啓
発⽅法の⾒直しを随時⾏います。 

⼈権・同和 
対策課 

51 公的広報の表現ガイドライ
ンに沿った広報紙の編集 

平成 27 年 3 ⽉に作成された『男⼥共同参画の視点
に⽴った「公的広報の表現ガイドライン」』に沿った
編集を⾏い、広報たがわを発⾏します。 

総合政策課 

52 「ゆめっせフェスタ」に
よる啓発の推進 

市⺠の男⼥共同参画意識を⾼めるため、「ゆめっせ 
フェスタ実⾏委員会」においてフェスタの内容を検
討し、開催します。講演会以外に⼦ども向けの教室
やバザーなどの催しを⾏い、家族での参加や男性の
参加促進を図ります。 

⼈権・同和 
対策課 

  

基本
目標 ４
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施策の方向２ 家庭・職場・地域における意識啓発 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

53 地域における学習機会の
提供 

男⼥共同参画センター等と連携して公⺠館等で出前
講座を⾏い、家庭・職場・地域における学習機会を
提供します。 

⽂化⽣涯学習課 
⼈権・同和対策課 

54 家庭における男⼥共同参
画の意識啓発 

家庭における⽣活⾃⽴能⼒を⾼めるため、主に⼦ど
もや男性を対象とした料理教室等の家事参加促進研
修会を開催するなど、⾝近な⽣活の場での男⼥共同
参画の意識啓発に努めます。 

⼈権・同和 
対策課 

施策の方向３ 社会制度・慣行の見直しに向けた意識啓発 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

55 公的広報の表現ガイドラ
インの活⽤ 

男⼥共同参画の視点に⽴った刊⾏物等を発⾏するこ
とができるよう、関係各所に「公的広報の表現ガイ
ドライン」を周知します。 

⼈権・同和 
対策課 

施策の方向４ 男性の意識改革の促進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

56 ⼦育て⽀援センター事業
への男性参加の促進 

⼦育てサークル⽀援、出張⼦育て⽀援、育児講座、
⼦育てボランティア養成講座等を⾏い、より多くの
男性の参加を促します。 

⼦育て⽀援課 

57 介護への参画に関する意
識啓発 

広報たがわや市ホームページ等を活⽤し、在宅医
療・介護についての周知を図ります。 
在宅医療・介護に関する研修会を開催し、より多く
の男性の参加を促します。 

⾼齢障害課 

 

 

  



プランの内容  第４章 

                        

67 

基本取組
（２）学校教育等における男⼥共同参画の推進 

次代を担う子どもたちが、それぞれの個性と能力を発揮できる社会を実現していくた

めには、子どもたちを取り巻くあらゆる環境において、男女共同参画の視点に立った教

育・学習を推進していかなければなりません。 

田川市では、学校や地域、家庭での男女平等の重要性を意識した啓発を進めてきまし

た。しかし、「家庭生活」、「職場」、「政治の場」、「社会通念や慣習・しきたり」、「自治

会などの地域活動の場」、「社会全体」について、多くの人が「男性の方が優遇されてい

る」と感じており、引き続き、固定的性別役割分担意識の解消に向けた取組が必要です。 

学校教育及び社会教育において、性別に関わらず、一人ひとりが自立と思いやりの心

を育み、個人の尊厳と男女平等の理念を推進する教育・学習の充実を図ります。 

 
施策の方向１ 男女平等の視点に立った学校教育等の推進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

58 ⼩中学校における男⼥平
等教育の推進 

男⼥についての相互理解の重要性の認識を⾼めるた
め、学校教育活動全体を通じて、発達段階に応じた
指導を⾏います。 

学校教育課 

59 保育・幼児教育者への学
習機会の提供 

男⼥共同参画センターと連携して、園⻑会議等で出
前講座を⾏い、男⼥共同参画に関する学習機会を提
供します。 

⼦育て⽀援課 
⼈権・同和対策課 

60 教職員に対する研修の実施 
推進条例、プラン等についての学習会、情報交換会
を各校の男⼥共同参画担当者を中⼼に計画し、教職
員研修等で実施します。 

学校教育課 

施策の方向２ 男女平等の視点に立った社会教育等の推進 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

61 ⼈権・同和教育の推進 

地域や職場の指導者・推進者を対象とした⼈権・同
和教育「中央講座」（年 3 回）等において、同和問
題を始めとする様々な⼈権課題について講座を実施
します。 

⽂化⽣涯学習課 
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第５章 プランの推進体制の整備・強化 
 

１．プランの進⾏管理 
男女共同参画の施策を総合的かつ計画的に進めるために、学識経験者及び事業者

の代表等からなる「田川市男女共同参画審議会」を設置しています。 

毎年度、各担当課が施策の実施状況の点検を行い、その結果を「田川市男女共同

参画審議会」に報告して意見を聴き、市民に公表します。 

また、平成 33 年度は「プラン後期計画」策定に向けて、前期計画の総括的な検

証を行います。 

 

施策の方向１ プランの進行管理 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

62 プランの進捗状況把握と 
評価及び事業内容の⾒直し 

プランの進捗状況について、年次報告書を作成し、
⽥川市男⼥共同参画審議会へ報告を⾏い、プランの
進捗状況に対する評価を受け、その結果を公表しま
す。また、評価とともに実施計画の⾒直しを⾏い、
⾒直し案を⽥川市男⼥共同参画審議会へ諮ります。 

⼈権・同和 
対策課 

63 市⺠意識調査の実施 

平成 30 年度に、プランの実施計画を⾒直すために、
成果指標に基づいた簡易版市⺠意識調査を実施しま
す。 
また、平成 32 年度には、男⼥共同参画に関する市
⺠の意識とその実態を把握し、施策に反映させるた
め、市⺠意識調査を実施します。その際、回収率向
上に向けた⽅法を検討します。 

⼈権・同和 
対策課 

 

  



プランの推進体制の整備・強化  第５章 

                        

69 

２．推進体制の充実 
推進条例第 12 条の規定に基づき、副市長を委員長とする「田川市男女共同参画

推進委員会」及び関係課職員からなる「田川市男女共同参画推進部会」を設置して、

男女共同参画社会の実現に関する基本的な方針や施策等について協議する体制を

整備しています。 

今後も「田川市男女共同参画審議会」と連携して、男女共同参画の推進に関する

施策を総合的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向１ 推進体制の充実 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

64 庁内推進体制の充実 
男⼥共同参画推進委員会及び男⼥共同参画推進部会
を中⼼に関係部局との連携強化を図り、プランの取
組を進めていきます。 

⼈権・同和 
対策課 

65 男⼥共同参画センターの
機能充実 

本プランに基づく講座、研修会、情報提供等といっ
た男⼥共同参画意識の啓発に関する事業や相談体制
などの各種取組の資質の向上を図るため、定期的に
企画会議を開催します。 

⼈権・同和 
対策課 

  

市 長 田川市男女共同参画審議会 

 
田川市男女共同参画推進委員会 

田川市男女共同参画推進部会 

事務局 
人権・同和対策課 

（男女共同参画推進室） 

関係課・係 

田川市男女共同参画センター 

ゆめっせ 
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３．市⺠・地域等との連携 
男女共同参画社会を実現する上で、様々な分野で独自の視点に立って自主的な活

動を行っている市民活動団体の果たす役割は重要です。また、市民と行政が対等な

立場で連携することは、男女共同参画を促進するために必要不可欠といえます。 

田川市における男女共同参画を推進していくために、市民活動団体の代表や市民

からなる男女共同参画センター運営委員会を設置し、お互いの連携を深め、協働の

取組を進めます。 

 

施策の方向１ 市民・地域等との連携 

No. 具体的施策 事業内容 主な担当課 

66 男⼥共同参画センター 
運営委員会の設置 

男⼥共同参画センター運営委員会において、男⼥共
同参画センター事業について検討し、提案された意
⾒を取り⼊れながら、事業内容を改善していきます。 

⼈権・同和 
対策課 
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第６章 関連指標 
第２次プラン（前期計画）において、目標値を以下に示します。 

基本
⽬標 基本取組 成果指標 現状値 

（平成 27 年度）
⽬標値 

（平成 33 年度）
１ 

働
く
場
に
お
い
て 

 
 

男
⼥
が
と
も
に
参
画
し
、
活
躍
す
る 

（１）働く場における男⼥
共同参画の推進 

ワーク・ライフ・バランスに
ついて知っている⼈の割合 23.3％ 35.0％ 

職場で「男⼥の地位が平等で
ある」と回答した⼈の割合 20.4％ 35.0％ 

（２）⼥性の能⼒をいかせ
る就労環境の整備 

創業セミナー受講者のうち、
⼥性の新規創業者割合 －※ 25.0％ 

「求職者が就職しやすい環境
が整っている」と感じている
⼈の割合 

5.3％ 55.0％ 

２ 

地
域
社
会
に
お
い
て
、

男
⼥
が
⽀
え
合
う 

（１）地域における男⼥共
同参画の推進 

地域活動の中で、「男⼥の地位
が平等である」と回答した⼈
の割合 

27.9％ 40.0％ 

（２）社会環境づくりへの
⼥性の参画促進 審議会等への⼥性登⽤率 24.3％ 35.0％ 

３ 
男
⼥
が
と
も
に 

健
や
か
に
安
⼼
し
て
暮
ら
す 

（１）あらゆる暴⼒の根絶
及び被害者⽀援 

配偶者等から暴⼒を受けた⼈
で「誰かに相談した」と回答
した⼈の割合 

31.5％ 50.0％ 

（２）⽣活上の困難や⼈権
課題を抱える⼈々
への⽀援の充実 

「全ての⼈の⼈権が尊重されて
いる」と感じている⼈の割合 36.8％ 60.0％ 

（３）⽣涯を通じた⼼⾝の 
健康⽀援 

「各種健（検）診、保健指導
が充実している」と感じてい
る⼈の割合 

50.0％ 65.0％ 

４ 

⼀
⼈
ひ
と
り
を
尊
重
し
、 

男
⼥
共
同
参
画
意
識
が
浸
透
す
る 

（１）男⼥共同参画社会
の 実 現 に 向 け た 
意識改⾰ 

「男は仕事、⼥は家庭」とい
う考えに賛成しない⼈の割合 60.7％ 67.7％ 

（２）学校教育等における
男⼥共同参画の推進 

学校教育の場で「男⼥の地位
が平等である」と回答した⼈
の割合 

53.0％ 70.0％ 

※現状値が未把握のため、―と表記しています。 

第６章 関連指標 



 

72 

  



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

74 

 

 

 

 



田川市男女共同参画推進条例  資料編 

                        
 

75 

田川市男女共同参画推進条例 
 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的な施策等（第８条―第１５条） 

第３章 男女共同参画審議会（第１６条・第１７条） 

第４章 雑則（第１８条） 

附則 

少子高齢化の急速な進展及び厳しい経済状況等、急激に社会経済情勢が変化する中、本市にお

いては、21 世紀の社会を支え、豊かな社会を創造していく上で、市民一人一人が力を十分に発揮

していくことが重要である。そのためには、男性も女性も互いにその人権を尊重し、喜びも責任

も分かち合いつつ性別にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できる生き方及び男女の権

利が尊重される男女共同参画社会の実現が不可欠である。 

本市は、男女共同参画を推進するための基本理念の下、男性と女性、市と市民、市民相互の連

携や協力による男女共同参画社会を実現することを目指して、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１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、並びに市、市民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、市が実施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することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意

思によって社会のあらゆる分野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。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。 

（１）すべての世代において、男女は、性別によって差別されることなく、その人権が尊重され

ること。 

（２）男女が自らの意思と責任の下に、社会のあらゆる分野において、個人としてその能力を十

分に発揮する機会が確保されること。 

（３）社会的又は文化的に形成された性差による固定的な役割分担等によって、男女の社会にお

ける活動の選択の自由に影響を及ぼすことないように配慮されること。 

（４）市における施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。 

（５）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

動以外の活動が平等に行われること。 

（６）男女共同参画の推進は、個人の生涯にわたる性と生殖に関する健康及びその健康に関し自

ら決定する権利が尊重されることを旨として行われること。 
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（市の責務） 

第４条 市は、男女共同参画の推進を重要な課題として位置付け、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を総合的かつ計画的に推進す

る責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携

しつつ、自ら率先して取り組むとともに、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する取

組に対し必要な支援を行うものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、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、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取

り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

（性別による差別的取扱い等の禁止） 

第７条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、性的な言動によって相

手方に不快感を与え、又は相手方の生活環境を害する行為、性的な言動への相手方の対応に起因

して、その者に対して不利益を与える行為、夫婦その他親密な関係にある、又はあった男女間に

おける身体的又は精神的な暴力その他男女間の人権の軽視に起因する行為であって相手方に身体

的又は精神的な苦痛を与える行為をしてはならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的な施策等 

（男女共同参画計画） 

第８条 市長は、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施策についての基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を策定

するものとする。 

２ 市長は、男女共同参画計画の策定又は変更に当たっては、市民の意見が反映されるよう適切な

措置を講ずるとともに、田川市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 市は、あらゆる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮し

なければならない。 

（普及啓発等） 

第 10 条 市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるため、普及啓発、情報提供そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、男女共同参画に関する市民の理解を深めるため、学校教育、社会教育その他の教育活動

の振興に必要な措置を講ずるものとする。 

（調査研究） 

第 11 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため必要な事項の調査研究を

行うよう努めるものとする。 

（推進体制の整備） 

第 12 条 市は、市民及び事業者の協力の下に、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進す

るため必要な体制の整備に努めるものとする。 
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（年次報告） 

第 13 条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、田川市男女共同参

画審議会に報告し、その意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、前項の実施状況について、田川市男女共同参画審議会の意見と併せて公表しなければ

ならない。 

（田川市男女共同参画センターの設置） 

第 14 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同

参画の推進に関する取組を支援するための拠点として、田川市男女共同参画センターを設置する。 

（苦情及び相談等への対応） 

第 15 条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又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関し、市民からの苦情の申出があった場合は、関係機関と連携して、適

切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、性別による差別的取扱いその他の男女間の人権侵害に関し、市民からの相談又は人権救

済の申出があった場合は、関係機関と連携して、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 前２項に規定する苦情の申出、相談及び人権救済の申出に対応するため、田川市男女共同参画

センターに相談窓口を置く。 

４ 何人も、相談窓口に苦情の申出、相談又は人権救済の申出をした市民に対し、不利益な取扱い

をしてはならない。 

第３章 男女共同参画審議会 

（設置及び所掌事務） 

第 16 条 本市における男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を確保するた

め、田川市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

（１）男女共同参画計画に関し、第８条第２項の規定に基づき意見を述べるとともに、その実施

状況を点検し、及び審査すること。 

（２）第 13 条第１項の規定に基づき、意見を述べること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長の諮問

に応じて調査審議し、及び答申するほか、市長に意見を述べること。 

（組織等） 

第 17 条 審議会は、市長が委嘱する委員８人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満であってはならない。ただし、

市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 雑則 

（委任） 

第 18 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 16 年８月１日から施行する。 
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第２次プラン策定の経過 

 

 

開催日 内 容 

27 

年

度 

第３回 
平成 28 年 

３月 25 日 
・プラン（後期計画）の評価について 

28 
年 
度 

第１回 
平成 28 年 

６月１日 

・プランにおける平成 27 年度の具体的施策の実施内容及び評価について 

・プラン（後期計画）評価シートについて 

・第２次プランについて 

第２回 
平成 28 年 

９月１日 

・プランにおける平成 27 年度の具体的施策に対する田川市男女共同参

画審議会からの意見について 

・第２プラン骨子案について 

第３回 
平成 28 年 

10 月 17 日 

・第２次プラン骨子案について 

・第２次プラン実施計画事業 個票について 

第４回 
平成 28 年 

12 月 26 日 

・第２次プラン素案に対するパブリックコメント及び厚生委員会で出さ

れた意見について 

 
 

開催日 内 容 

27 

年

度 

第３回 
平成 28 年 

１月８日 
・プラン（後期計画）の検証方法について 

第４回 
平成 28 年 

２月 29 日 
・プラン（後期計画）評価シートについて 

28 
年 
度 

第１回 
平成 28 年 

５月 20 日 

・プランにおける平成 27 年度の具体的施策の実施内容及び評価について 

・プラン（後期計画）評価シートについて 

第２回 
平成 28 年 

８月 22 日 

・プランにおける平成 27 年度の具体的施策に対する田川市男女共同参

画審議会及び田川市男女共同参画推進委員会からの意見について 
・第２次プラン骨子案について 

第３回 
平成 28 年 

９月 30 日 

・第２次プラン骨子案について 

・第２次プラン実施計画事業 個票について 

 

 

 

開催日 内 容 

28 
年 
度 

第１回 
平成 28 年 

４月 20 日 
・プラン（後期計画）の評価について 

第２回 
平成 28 年 

６月 15 日 

・プランにおける平成 27 年度の具体的施策の実施内容及び評価について 

・第２次プランについて 

第３回 
平成 28 年 

９月 16 日 

・プランにおける平成 27 年度の具体的施策の実施内容及び評価の修正に

ついて 

・第２次プラン骨子案について 

第４回 
平成 28 年 

11 月１日 

・第２次プラン素案について 

・第２次プラン実施計画事業 個票について 

第５回 
平成 28 年 

12 月 12 日 

・第２次プラン実施計画事業 個票について 

・第２次プラン素案に対するパブリックコメントについて 

田
川
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会 

田
川
市
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会 

田
川
市
男
女
共
同
参
画
推
進
部
会 
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田川市男女共同参画審議会規則 
 

（趣旨） 

第１条 この規則は、田川市男女共同参画推進条例（平成 16 年条例第 20 号。以下「条例」と

いう。）第 17 条第４項の規定に基づき、田川市男女共同参画審議会（以下「審議会」とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の任期） 

第２条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員の任期は、通算して６年を超えることができない。ただし、市長が特別の事由がある

と認めたときは、この限りでない。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

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４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、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。 

（意見の聴取等） 

第５条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見 

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、市民生活部人権・同和対策課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮

り定める。 

附 則 

この規則は、平成 16 年８月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月３１日規則第８号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 23 年８月１日から施行する。 
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田川市男女共同参画審議会委員名簿 
 

  （敬称略、五十音順） 

氏 名 所属等 備考 

佐藤 栄一 伊田小学校校長  

實藤 清實 合資会社香春火薬店代表社員 副会長 

髙瀬 春美 田川市議会厚生委員会委員  

常盛 一則 田川農業協同組合常務理事  

長尾 純子 たがわ２１女性会議代表  

馬場 由美子 福岡県田川保健福祉事務所事務主査  

平部 康子 福岡県立大学人間社会学部准教授 会長 

渡邉 智子 福岡県立大学看護学部准教授  

平成２８年４月１日現在 
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田川市男女共同参画推進委員会設置要綱 

（目的） 

第１条 田川市男女共同参画推進条例（平成 16 年条例第 20 号。以下「条例」という。）第

12 条の規定に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進するため、田川

市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 田川市男女共同参画プラン（以下「プラン」という。）の実施に関すること。 

（２） プランの案の策定に関すること。 

（３） 条例第１０条及び第１１条の規定に基づく普及啓発等及び調査研究に関すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか男女共同参画の推進のため必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員４人をもって組織する。 

２ 委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集し、会議の

議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若

しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第６条 第２条各号に掲げる所掌事務のうち、専門的事項の検討及び調整を行うため、委員

会に田川市男女共同参画推進部会（以下「推進部会」という。）を置く。 

２ 推進部会は、部会員９人をもって組織し、部会員は別表第２に掲げる課の職員のうちか

ら委員長が指名するものとする。 

３ 推進部会に、部会長１人及び副部会長１人を置く。 

４ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。 

５ 部会長は、必要に応じて推進部会を招集し、これを総括する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が不在のときは、そ

の職務を代理する。 

７ 部会長は、必要があると認めるときは、推進部会に部会員以外の者の出席を求め、その

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会（推進部会を含む。）の庶務は、市民生活部人権・同和対策課において処理

する。 

（委任） 

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

める。 
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附 則 

この要綱は、平成 19 年８月 17 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年 10 月 22 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年４月 20 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年９月 14 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24 年４月 24 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

田川市男女共同参画推進委員会 

委 員 長 副市長 

副委員長 市民生活部長 

委  員 総務部長 建設経済部長 教育部長 人権・同和対策課長 

 

別表第２（第６条関係） 

田川市男女共同参画推進部会 

部 会 員 総 務 部 総合政策課 総務課 安全安心まちづくり課 

市民生活部 地域福祉課 高齢障害課 子育て支援課 

建設経済部 産業振興課 

教 育 部 学校教育課 文化生涯学習課 
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田川市男女共同参画推進委員会委員名簿 

所属・役職 氏 名 備考 

副市長 松 村  安 洋 委 員 長 

市民生活部長 水上  茂 副委員長 

総務部長 米 田  昭 彦 
 

建設経済部長 須 藤  乃 式 
 

教育部長 和 田  恵 子 
 

人権・同和対策課長 阿納 美津子 
 

平成２８年４月１日現在 

 

田川市男女共同参画推進部会部会員名簿 

所属・役職 氏 名 備考 

総務部 

総合政策課 主任 奥  慎一  

総務課 主任 古江 容江  

安全安心まちづくり課 室長 植山 佳陽  

市民生活部 

地域福祉課 主任 河野 圭子  

高齢障害課 主任 東田 容子  

子育て支援課 主任 長野 美紀  

建設経済部 産業振興課 主任 市村  績  

教育部 

学校教育課 係長 水上 郁子 部 会 長 

文化生涯学習課 係長 溝口 泰介 副部会長 

計 ９人  

事 務 局 

人権・同和対策課 

男女共同参画推進室 

センター長 柳井 妙子  

室長  原  房枝  

主事 杉元 香代  

（財政課行政改革推進係 係長） （杉元 康弘）  

平成２８年４月１日現在
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関連する法律 
 

 

（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 

終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第１２条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条） 

第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実

現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化

に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する

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。 

(１) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会を形成することをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか１方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

 

男⼥共同参画社会基本法 
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（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限

り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確

保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の１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。 
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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。 

(１) 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 

(２) 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項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 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 

(２) 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。 

 

 

 



関連する法律  資料編 

                        
 

87 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調

査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進

するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進

を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間

の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その

他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規定する事項を処理すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

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

(３) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

(４) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 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 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の10分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の 10 分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 
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（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 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（以下略） 
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（平成 13 年４月 13 日法律第 31 号） 

終改正：平成 26 年４月 23 日法律第 28 号 

目次 

前文 

 第１章 総則（第１条・第２条）  

 第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２条の３）  

 第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条）  

 第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２）  

 第４章 保護命令（第 10 条―第 22 条）  

 第５章 雑則（第 23 条―第 28 条）  

 第５章の２ 補則（第 28 条の２）  

 第６章 罰則（第 29 条・第 30 条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男

女平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することによ

り、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

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（以下この項及び第 28 条の２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

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 
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び次条第５項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項にお

いて「基本方針」という。）を定めなければならない。 
２  基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同

条第３項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 
（１）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 
（２）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 
（３）その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 
３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関

係行政機関の長に協議しなければならない。 
４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 
（都道府県基本計画等） 
第２条の３  都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において

「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 
２  都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
（１）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 
（２）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 
（３）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。 
（１）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。 
（２）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。 
（３）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。 
（４）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
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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。 
（５）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。 
（６）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。 

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
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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）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和 39 年法律第

129 号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条  配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村

の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が

行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２  前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者か

ら苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

第 10 条  被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生

命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）

を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受

けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体

に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第 12 条第１項第

２号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合に

あっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てに

より、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者

からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。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。 

（１）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。 

（２）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。 
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（１）面会を要求すること。 

（２）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。 

（３）著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

（４）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。 

（５）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。 

（６）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。 

（７）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。 

（８）その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその

性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置く

こと。 

３  第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及

び次項並びに第 12 条第１項第３号において単に「子」という。）と同居しているときで

あって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事

情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、

同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該

子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。ただし、当該子が 15 歳以上であるときは、その同意がある場合に限

る。 

４  第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
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にもすることができる。 

（１）申立人の住所又は居所の所在地 

（２）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。 

（１）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 

（２）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 

（３）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 

４  第 10 条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

５  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。 
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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 も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５  保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第 16 条  保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２  前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３  即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情

があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告に

ついての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。

事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４  前項の規定により第 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
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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。 

（ 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、

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。 
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（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。 

（１）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。） 

（２）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 

（３）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 

（４）第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

 
２  市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を

支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第 28 条  国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第１号及び第２号に掲げるものについては、その 10 分の５を負担す

るものとする。 

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

とができる。 

（１）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 

（２）市が前条第２項の規定により支弁した費用 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第 28 条の２  第２条及び第１章の２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 28 条の２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２条 被害者 被害者（第 28条の２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６条第１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10条第１項から第４項ま

で、第 11 条第２項第２号、

第12条第１項第１号から第

４号まで及び第18条第１項 

配偶者 第 28 条の２に規定する関係にある相手 

第 10 条第１項 離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合 

第 28 条の２に規定する関係を解消した

場合 
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第６章 罰則 

第 29 条  保護命令（前条において読み替えて準用する第 10 条第１項から第４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、１年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金に処する。 

第 30 条  第 12 条第１項（第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第 28 条の２において読み替えて準用する第 12 条第１項（第 28 条の２において準用

する第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載す

べき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10 万円

以下の過料に処する。 

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。ただし、第２

章、第６条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第 27 条及び第 28 条の規定は、平成 14 年４

月１日から施行する。 

 

（以下、略） 
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平成 27 年９月４日法律第 64 号 

公布・施行 平成 27 年９月４日 

（一部施行 平成 28 年４月１日） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第 12 条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 13 条―第 20 条） 

第３章 男女共同参画会議（第 21 条―第 28 条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１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 11 年法律第 78 号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活

躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化

の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す

る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積

極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場

における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性

と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育

児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその

他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、

男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお

⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律 
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ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を

行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的

な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両

立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３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５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなけれ

ばならない。 

（事業主の責務） 

第４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２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５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。 

（１）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 

（２）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 

（３）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 

（４）前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６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。 
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第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７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 1 項に規定する一般事業主行動計画及び第 15 条第 1 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。 

（１）事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

（２）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 

（３）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２節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８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 300 人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事

業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働

大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）計画期間 

（２）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 

（３）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 2 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 300 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。 
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８ 第 3 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 4 項から第 6 項までの規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第 1 項又は第 7 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。 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第 20 条第 1 項において「認定一般事

業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に

用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわし

い表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第 11 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９

条の認定を取り消すことができる。 

（１）第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

（２）この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

（３）不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第 12 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 300 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 22 年法律第 141 号）第 36 条第１項

及び第３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 37 条第２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５条の３第１項及び第３項、第５条の４、第 39 条、第 41 条第２項、第 48 条の３、第

48 条の４、第 50 条第１項及び第２項並びに第 51 条の２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 40 条の規定は同項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第 50 条第３項及び

第 4 項の規定はこの項において準用する同条第 2 項に規定する職権を行う場合について、
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それぞれ準用する。この場合において、同法第 37 条第２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 12 条第４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 41 条第２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 36 条第２項及び第 42 条の 2 の規定の適用については、同法第 36 条第 2

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 42 条の２中「第 39 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 27 年法

律第 64 号）第 12 条第４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 2項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４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 14 条 国は、第８条第１項若しくは第７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３節 特定事業主行動計画 

第 15 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。 

（１）計画期間 

（２）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 

（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事

務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生

活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第 2 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１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。 
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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４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 16 条 第８条第１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８条第７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。 

（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 17 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。 

第４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 18 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓

練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関

係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第 19 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 20 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。 

（啓発活動） 

第 21 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 22 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外に

おける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

（協議会） 

第 23 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
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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 18 条第１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を

活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第 18 条第３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。 

（１）一般事業主の団体又はその連合団体 

（２）学識経験者 

（３）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２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）

が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有

し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前２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５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 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８条第１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。 

（権限の委任） 

第 27 条 第８条から第 12 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。 

（政令への委任） 

第 28 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第６章 罰則 

第29条 第 12条第５項において準用する職業安定法第41条第２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、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰

金に処する。 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処

する。 

１ 第 18 条第４項の規定に違反した者 

２ 第 24 条の規定に違反した者 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は 30 円以下の罰金に処す
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る。 

１ 第 12 条第４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 

２ 第 12 条第５項において準用する職業安定法第 37 条第２項の規定による指示に従わなか

った者 

３ 第 12 条第５項において準用する職業安定法第 39 条又は第 40 条の規定に違反した者 

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 

１ 第 10 条第２項の規定に違反した者 

２ 第 12 条第５項において準用する職業安定法第 50 条第１項の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者 

３ 第 12 条第５項において準用する職業安定法第 50 条第２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 

第 33 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 29 条、第 31 条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第 34 条 第 26 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 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、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章

（第 28 条を除く。）及び第６章（第 30 条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平

成 28 年４月１日から施行する。 

 

（以下、略） 
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関連年表 

■男⼥共同参画に関する国内外の動き 
年 世界 ⽇本 福岡県 

1975 年 
(昭和 50 年) 

国際婦人年 
「国際婦人年世界会議」開催 

（メキシコシティ） 
「世界行動計画」採択 

総理府に「婦人問題企画推進本部」 
「婦人問題企画推進会議」「婦人問題
担当室」設置 

 

1976 年 
(昭和 51 年) 

 

   

1977 年 
(昭和 52 年)  

「国内行動計画」策定 
「国立婦人教育会館（現：国立女性教
育会館）」開館 
「国内行動計画前期重点目標」策定 

 

1978 年 
(昭和 53 年)   

「福岡県婦人関係行政推進会議」設置 
「福岡県婦人問題懇話会」設置 

1979 年 
(昭和 54 年) 

第 34 回国連総会「女子差別
撤廃条約」採択 

 「婦人対策室」設置 

1980 年 
(昭和 55 年) 

｢国連婦人の10年」中間年世
界会議開催（コペンハーゲン） 
「国連婦人の 10 年後半期行
動プログラム」採択 

「女子差別撤廃条約」署名 「福岡県行動計画」策定 

1981 年 
(昭和 56 年) 

「女子差別撤廃条約」発効 「国内行動計画後期重点目標」策定  

1982 年 
(昭和 57 年)   「福岡県行動計画」改訂 

1983 年 
(昭和 58 年)    

1984 年 
(昭和 59 年) 

   

1985 年 
(昭和 60 年) 

「国連婦人の 10 年」最終年
世界会議開催（ナイロビ） 
（「西暦 2000 年に向けての婦
人の地位向上のための将来
戦略」採択） 

「国籍法」改正 
｢男女雇用機会均等法」公布 
｢女子差別撤廃条約｣批准 

 

1986 年 
(昭和 61 年)  

「婦人問題企画推進本部」拡充 
「婦人問題企画推進有識者会議」開催 
「男女雇用機会均等法」施行 

「婦人対策室」が「婦人対策課」へ組織
改正 
「第２次福岡県行動計画」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 

 

1988 年 
(昭和 63 年) 

 「改正労働基準法」施行  

1989 年 
(平成元年) 

 
学習指導要領の改訂 
（高等学校家庭科の男女必修等） 

 

1990 年 
(平成２年) 

国連婦人の地位委員会拡大会議 
国連経済社会理事会「ナイロビ将来
戦略の実施に関する第１回見直しと
評価に伴う勧告及び結論」採択 

  

1991 年 
(平成３年)  

「西暦 2000 年に向けての新国内行動
計画（第１次改定）」策定 
「育児休業法」公布 

「福岡県婦人関係行政推進会議」から
「福岡県女性行政推進会議」へ、「福岡
県婦人問題懇話会」から「福岡県女性
政策懇話会」へ名称変更 
「婦人対策課」が「女性政策課」へ組織
改正 

1992 年 
(平成４年)  「育児休業法」施行  

関連年表 
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年 

10 



 

108 

 

年 世界 ⽇本 福岡県 

1993 年 
(平成５年) 

世界人権会議開催（ウィーン） 
第48回国連総会「女性に対する暴力
の撤廃に関する宣言」採択 

  

1994 年 
(平成６年) 国際人口・開発会議開催（カイロ） 

総理府に「男女共同参画室」「男女共
同参画審議会」設置（政令） 
「男女共同参画推進本部」設置 

 

1995 年 
(平成７年) 

第４回世界女性会議―平等、開発、
平和のための行動（北京） 
「北京宣言及び行動綱領」採択 

「育児休業法」改正 
 

1996 年 
(平成８年)  

「男女共同参画ビジョン」答申 
男女共同参画推進連携会議（えがりて
ネットワーク）発足 
｢男女共同参画 2000 年プラン」策定 

第３次「福岡県行動計画」策定 
「福岡県女性総合センター『あすば
る』」開館 

1997 年 
(平成９年)  

「男女雇用機会均等法」改正 
男女共同参画審議会設置（法律） 
「介護保険法」公布 

 

1998 年 
(平成 10 年)    

1999 年 
(平成 11 年) 

 「改正男女雇用機会均等法」施行 
「育児・介護休業法」全面施行 
｢男女共同参画社会基本法」公布、施行 

 

2000 年 
(平成 12 年) 

国連特別総会「女性 2000 年会議」 
開催（ニューヨーク） 

「ストーカー行為等の規制等に関する法
律」公布、施行 
「男女共同参画基本計画」策定 
「介護保険法」施行 

「福岡県男女共同参画社会づくり検
討委員会」設置 

2001 年 
(平成 13 年) 

 

内閣府に「男女共同参画会議」「男女
共同参画局」設置 
｢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」公布、施行 
第１回男女共同参画週間 
「仕事と子育ての両立支援策の方針に
ついて」閣議決定 

「女性政策課」が「男女共同参画推
進課」へ組織改正 
「女性行政推進会議」が「男女共同
参画行政推進会議」へ名称変更 
「福岡県男女共同参画社会づくり検
討委員会」提言 
「福岡県男女共同参画推進条例」
公布、施行 

2002 年 
(平成 14 年)  

アフガニスタンの女性支援に関する懇
談会開催 

「福岡県男女共同参画審議会」設置 
「福岡県男女共同参画計画」策定 

2003 年 
(平成 15 年) 

 

「女性のチャレンジ支援策の推進につい
て」男女共同参画推進本部決定 
「少子化社会対策基本法」公布、施行 
「次世代育成支援対策推進法」公布、施行 

「福岡県女性総合センター『あすば
る』」が「福岡県男女共同参画センタ
ー『あすばる』」へ名称変更 

2004 年 
(平成 16 年) 

 

「女性国家公務員の採用・登用の拡大等
について」男女共同参画推進本部決定 
「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」改正、施行 
「育児・介護休業法」改正 

 

2005 年 
(平成 17 年) 

第 49 回国連婦人の地位委員会（「北
京＋10」）開催（ニューヨーク） 

「改正育児・介護休業法」施行 
｢男女共同参画基本計画（第２次)」策定 
「女性の再チャレンジ支援プラン」策定 

 

2006 年 
(平成 18 年) 

第１回東アジア男女共同参画担当大
臣会合開催（東京） 

「国の審議会等における女性委員の登
用の促進について」男女共同参画推進
本部決定 
「男女雇用機会均等法」改正 
「女性の再チャレンジ支援プラン」改定 

「第２次福岡県男女共同参画計画」
策定 
「福岡県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計
画」策定 
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2007 年 
(平成 19 年)  

「改正男女雇用機会均等法」施行 
「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」改正 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）憲章」及び「仕事と生活の調和推
進のための行動指針」策定 

 

2008 年 
(平成 20 年)  

「改正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」施行 
「女性の参画加速プログラム」男女共同
参画推進本部決定 

 

2009 年 
(平成 21 年)  「育児・介護休業法」改正  

2010 年 
(平成 22 年) 

第54回国連婦人の地位委員会（「北京

+15」）開催（ニューヨーク） 

「改正育児・介護休業法」施行 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）憲章」及び「仕事と生活の調和推
進のための行動指針」改定 
「男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

 

2011 年 
(平成 23 年) 

「ジェンダー平等と女性のエンパワー
メントのための国連機関（ＵＮ Ｗｏｍ
ｅｎ）」 正式発足 

 

「第２次福岡県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計
画」策定 
「第３次福岡県男女共同参画計画」策定 

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 

「『女性の活躍促進による経済活性化』
行動計画」策定 

 

2013 年 
（平成 25 年） 

第５回東アジア男女共同参画担当大
臣会合開催（北京） 
「北京閣僚共同コミュニケ」採択 

若者・女性活躍推進フォーラムの開催 
「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」改正 
「ストーカー行為等の規制等に関する
法律」改正、施行 
「日本再興戦略」の中核に「女性の活
躍推進」が位置づけられる 

「女性の大活躍推進福岡県会議」発足 

2014 年 
（平成 26 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 

「改正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」施行 

 

2015 年 
（平成 27 年） 

第 59 回国連婦人の地位委員会
（「北京＋20」）開催（ニューヨーク） 

「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」公布、一部改正 
「男女共同参画基本計画（第４次）」策定 

 

2016 年 
（平成 28 年） 

 

「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」施行 
同法に基づく「事業主行動計画策定指
針」策定 

「第３次福岡県配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する基本
計画」策定 
「第４次福岡県男女共同参画計画」策定 
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■⽥川市の取組 
年 概 要 

1987 年 
（昭和 62 年） 市民の請願を機に婦人問題施策に着手 

1990 年 
（平成２年） 

庁内に「婦人問題検討委員会」設置 
「女性問題懇談会」発足 

1991 年 
（平成３年） 

「田川市女性の生活と意識に関する調査」実施 

1992 年 
（平成４年） 

「田川市女性の生活と意識に関する調査」報告書作成 
「女性児童課」設置 
諮問機関「女性問題懇話会」発足 
第１回「女性フェスティバルたがわ」開催 
「女性問題懇談会」から「たがわ 21 女性会議」へ名称変更 

1993 年 
（平成５年） 福岡県婦人週間記念事業開催 

1994 年 
（平成６年） 

庁内に女性問題取組調査機関として「田川市女性行政推進連絡会」設置 
「女性問題懇話会」提言 

1995 年 
（平成７年） 

「田川市行動計画」策定 
諮問機関「第２次女性問題懇話会」発足 

1996 年 
（平成８年） 「企画調整課」に女性管理職を室長とする「女性政策室」設置（市民会館内） 

1997 年 
（平成９年） 「第２次女性問題懇話会」提言 

1998 年 
（平成 10 年） 「女性センター」設置（市民会館内） 

1999 年 
（平成 11 年） 

諮問機関「第３次女性問題懇話会」発足 
「男女共同参画社会に向けての意識調査」実施 

2001 年 
（平成 13 年） 

「第３次女性問題懇話会」提言 
女性センター愛称ゆめっせのシンボルマーク決定 
「男女共同参画社会の実現を目指して・・・田川市行動計画」策定 

2002 年 
（平成 14 年） 

「女性フェスティバルたがわ」から「ゆめっせフェスタ」へ名称変更 
「田川市男女共同参画推進条例制定検討委員会」設置 

2003 年 
（平成 15 年） 

「女性政策室」が「男女共同参画推進室」へ組織改正 

2004 年 
（平成 16 年） 

「田川市男女共同参画推進条例」制定 
「女性センター」から「田川市男女共同参画センターゆめっせ」へ名称変更 

2005 年 
（平成 17 年） 

「男女共同参画推進室」が「人権・同和対策課」の所属へ組織改正 
福岡県主催「田川地区男女共同参画フォーラム」開催 
「田川市男女共同参画審議会」設置 

2006 年 
（平成 18 年） 

本庁に「男女共同参画推進室」配置 
庁内に「田川市男女共同参画推進連絡委員会」設置 

2007 年 
（平成 19 年） 

「田川市男女共同参画プラン」策定 
「田川市男女共同参画推進委員会」「田川市男女共同参画推進部会」設置 

2010 年 
（平成 22 年） 「男女共同参画社会づくりに向けた市民意識調査」実施 

2012 年 
（平成 24 年） 「田川市男女共同参画プラン（後期計画）」策定 

2015 年 
（平成 27 年） 

「田川市男女共同参画センターゆめっせ」移転 
「男女共同参画社会づくりに向けた市民意識調査」実施 
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