栃 木 市 職 業 生 活 に お け る 女 性 活 躍 推 進 計 画
栃木市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
【2018 年度（平成 30 年度）～2022 年度】

2018 年（平成 30 年）３月
栃 木

市

は

じ め に

少子・高齢化の一層の進行と急速な人口減少、ライフスタイ
ルの多様化など、私達をとりまく社会環境は大きく変化してい
ます。そうした社会情勢の変化に対応し、誰もが生き生きと暮
らし、豊かで活力ある社会をつくるためには、男女が互いにそ
の人権を尊重し、性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男
女共同参画社会の実現がますます重要となります。
本市では、「栃木市男女共同参画推進条例」の理念のもと、
平成 25 年に「とちぎ市男女共同参画プラン」を策定し、関連
施策の推進に取り組んでまいりました。この間、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」が制定されたほか、働き方改革の実現に向けた取組が進められるなど、女性
の活躍を促進する機運が高まっております。
一方、本市において平成 28 年 10 月に実施しました「男女共同参画に関する意識調査」
では、性別による固定的役割分担意識が徐々に解消されつつありますが、世代間・男女間
において意識の差がみられました。また、配偶者等からの暴力による被害者が潜在化して
いることが考えられ、相談支援体制が十分ではないことがうかがえました。
こうした社会情勢等の変化、これまでの取組の成果や課題を踏まえ、男女共同参画社会
の実現に向けた取組をより効果的に推進するため、男女共同参画推進プラン第 2 期計画を
策定いたしました。
また、本計画では、「職業生活における女性活躍推進計画」さらに「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」につきましても、一体的に策定し、積極的に
推進することといたしました。
今後、本計画を着実に推進していくとともに、男女共同参画社会の実現に向けた取組が
さらに広がるよう、市民・事業者・団体・関係機関の皆さまとの連携のもと、取り組んで
まいりたいと思います。皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
結びに、計画の策定にあたり、熱心にご審議をいただきました「栃木市男女共同参画審
議会」の皆さまをはじめ、男女共同参画に関する意識調査にご協力をいただき、貴重なご
意見をお寄せいただきました市民の皆さまに、心から感謝とお礼を申し上げます。
平成 30 年 3 月
栃木市長 鈴木 俊美
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計画策定の趣旨
わが国は少子化及び超高齢化、経済・社会のグローバル化、未婚・非婚の増加、家族形態の

多様化、地域社会における人間関係の希薄化など、社会経済環境は急激に変化しています。
このような状況下では、将来にわたり持続可能で多様性に富んだ活力ある地域社会をつくっ
ていくことが重要な課題となります。また、平成27年8月には「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律＊」
（以下「女性活躍推進法」という。）が制定され、様々な分野におい
て、女性の活躍への期待と関心が一層高まっています。
しかし、依然として性別による固定的役割分担意識は根強く残っており、社会への女性の参
画はいまだ十分とは言えません。出産・子育て期の女性の離職、非正規労働者の多くが女性で
あること、ワーク・ライフ・バランス＊（仕事と生活の調和）に対する理想と現実のかい離、
女性に対する暴力件数の増加など、様々な場面で問題が生じています。さらに、失業者や非正
規労働者などの経済的困難に加えて、日常生活の困難や地域社会における孤立など社会生活上
の困難を含めた「生活困難」を抱える人も増えています。
このような問題に対応し、性別に関わらず各人の個性と能力が十分に発揮できる男女共同参
画社会を実現するためには、地域をあげて様々な変革に取り組んでいく必要があります。
本市でも、平成28年10月に行った「男女共同参画に関する市民意識調査」では、「男は仕
事、女は家庭」という役割分担意識が徐々に解消されつつも未だ残っていることや社会の様々
な分野での男女間の格差がうかがえ、さらにドメスティック・バイオレンス＊（以下「ＤＶ」
という。）など、人権を侵害する問題も生じている状況もうかがえます。
こうした現状を踏まえて、本市の課題や重点的に取り組むべき施策の方向を明らかにし、男
女共同参画社会形成への施策を継続的に推進するため、「とちぎ市男女共同参画プラン（第２
期計画）」を策定しました。
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２ 計画の性格と役割
本計画は「男女共同参画社会基本法＊」第９条並びに第１４条第３項に規定する栃木市にお
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（市町村男女共同参
画基本計画）です。
また、「栃木市男女共同参画推進条例」第８条に基づき『誰もが生き生きと暮らし豊かで活
力ある男女共同参画社会』を目指し行動計画を策定するものであり、国の「第４次男女共同参
画基本計画」
、県の「とちぎ男女共同参画プラン（四期計画）」及び市の最上位計画である「栃
木市総合計画」や市の各分野別計画との整合性に配慮します。
本計画は、
「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「栃木市職
業生活における女性活躍推進計画」を一体的に策定し、働く場における女性の活躍を推進する
ため、リーダーとしての女性の参画を促進するとともに、地域での女性の働く場の確保、女性
による起業の支援など、職業生活における女性の活躍を推進します。
さらに、本計画は、
「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」として「栃木市配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」を一体的に策定し、配偶者等からの暴力等
の防止や被害者への自立に向けた支援などの体制を整備し、安心して暮らせるまちづくりを推
進します。
なお、本計画は、本市における「男女共同参画に関する市民意識調査」や意見公募（パブリ
ックコメント）を実施し、
「男女共同参画推進本部会議」
、
「男女共同参画推進本部幹事会」
、
「男
女共同参画推進本部検討部会」等の意見・助言などを基に策定するものであり、男女共同参画
社会の実現に向けた総合的、包括的な施策に取り組む指針となるものです。

３ 計画の期間
本計画は、2018 年度（平成 30 年度）から 2022 年度までの５年間を計画の期間としま
す。この計画の推進にあたっては、常に社会情勢の変化や環境の変化に柔軟に対応していくも
のとします。
2013 年度
(H25 年度)

2014 年度
(H26 年度)

2015 年度
(H27 年度)

2016 年度
(H28 年度)

2017 年度
(H29 年度)

2018 年度
(H30 年度)

2019 年度
(H31 年度)

2020 年度

2021 年度

第１期計画
第２期計画
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社会的背景と本市の現状

１ 社会的背景
（１）国際的な動き
1995年（平成７年）
、北京において「第４回世界女性会議（北京会議）
」が開催され、女性の地位
向上のために世界各国が取り組むべき課題と具体策を示した「北京宣言」及び「行動綱領」が採択さ
れました。
15年後の2010年（平成22年）３月には、
「第54回国連婦人の地位委員会（北京＋15）」
が開催され、国連機能強化におけるジェンダー＊機関の統合などの決議が採択されました。
これを受けて、2011年（平成23年）１月には国連の四つの機関を統合・強化する形で、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 Ｗｏｍｅｎ＊」が活動を
開始しました。
2015年（平成27年）には、
「第４回世界女性会議（北京会議）」から20年目を迎え、「第
59回国連婦人の地位委員会（北京＋20）
」がニューヨークで開催され、
「北京宣言」及び「行
動綱領」や「女性2000年会議」成果文書の実施状況及び評価等を実施して、「第４回世界女
性会議20周年における政治宣言」などが採択されました。

（２）国内の動き
わが国では、男女共同参画社会基本法＊に基づく基本計画として2010年（平成22年）に「第
３次男女共同参画基本計画」を策定しました。
この計画では、新たに「男性、子どもにとっての男女共同参画」や「貧困など生活上の困難
に直面する男女への支援」
、
「高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備」、
「科
学技術・学術分野における男女共同参画」
、
「地域、防災・環境その他の分野における男女共同
参画の推進」が重点分野として具体的な成果目標を設定しています。
また、社会情勢が変化する中で、男女共同参画を取り巻く課題も多様化していることから、
近年では、
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
（以下「男
女雇用機会均等法＊」という）や「ＤＶ防止法＊」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律＊」
（以下「育児・介護休業法」という）が改正されるなど、
様々な法や制度の整備が進められています。
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さらに、社会全体で女性活躍の動きが拡大し、指導的地位への女性の参画促進に向けて、2015
年（平成27年）８月に、女性の採用、登用、能力開発などのための事業主行動計画の策定を事業主
に義務付ける「女性活躍推進法＊」を制定しました。
2015年（平成27年）12月には、
「第４次男女共同参画基本計画」が閣議決定され、
「男性
中心型労働慣行＊等の変革と女性の活躍」を、男女ともに暮らしやすい社会を実現するために
特に必要な要素として掲げ、更に踏み込んだポジティブ・アクションの実行等を通じて積極的
な女性採用・登用を進めることとしています。

（３）栃木県の動き
栃木県では、2001年（平成13年）に、男女共同参画社会基本法＊を受け、
「とちぎ男女共同
参画プラン」を策定し、2002年（平成14年）には、男女共同参画の重要性を県民一人ひとり
が認識し、県民一丸となった男女共同参画社会の実現に向け、
「栃木県男女共同参画推進条例」
を制定しました。
また、2003年（平成15年）には、
「栃木県男女共同参画推進条例」に基づき、
「栃木県男女
共同参画審議会」を設置し、2006年（平成18年）には、男女共同参画社会の実現に向けたこ
れまでの取組を継承・発展させていくための「とちぎ男女共同参画プラン（二期計画）
」を策定
しました。
2005年（平成17年）には、ＤＶ防止法＊に基づき、県の配偶者からの暴力に関する施策を
総合的に実施するため、
「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」を策定
し、2009年（平成21年）に改訂しました。
2011年（平成23年）には、
「とちぎ男女共同参画プラン（三期計画）
」を策定し、また、女性
の相談・保護・自立支援の中核機関として「とちぎ男女共同参画センター」を開設しました。
2016年（平成28年）には、
「とちぎ男女共同参画プラン（四期計画）」を策定するととも
に、女性活躍推進法＊に基づき、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
つ計画的に推進するための計画として、「女性の職業生活における活躍の推進に関する計画」
を策定しました。
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（４）栃木市の動き
2010年（平成22年）３月29日、栃木市・大平町・藤岡町・都賀町の１市３町が合併して
新生「栃木市」が誕生し、翌年10月に西方町、2014年（平成26年）4月に岩舟町と合併し、
現在の栃木市となりました。
2010年（平成22年）6月に、庁内の男女共同参画に関する施策の推進について総合的かつ計画
的に取り組むための推進体制の整備を図るため、市長を本部長とする「栃木市男女共同参画推進本
部」を設置しました。
さらに、同年7月に、「男女共同参画推進条例検討委員会」を設置して検討を重ね、2011
年（平成23年）3月に、
「男女共同参画社会基本法＊」の理念に基づき、市や市民、事業者及
び教育関係者が一体となって男女共同参画の推進に取り組む法的整備を図るため「栃木市男女
共同参画推進条例」を制定するとともに、同条例に基づき「栃木市男女共同参画審議会」を設
置しました。
2013年（平成25年）３月には、条例に基づく行動計画として「栃木市男女共同参画基本
計画（とちぎ市男女共同参画プラン）
」を策定しました。
そして、2015年（平成27年）11月には、市民と行政が一体となった男女共同参画社会づ
くりに取り組む気運を醸成し、男女共同参画について広く市民の理解を深めるとともに、本市
の積極的な取組の姿勢を市内外に発信するため、
「栃木市男女共同参画都市宣言」を行いました。
2016年（平成28年）９月には、市の政策・方針決定の場への女性の参画を促進し、全庁
的に各種審議会等へ女性の積極的な登用を進めるため「栃木市審議会等委員への女性登用推進
要綱」を制定しました。
また、2017年（平成29年）２月には、市長をはじめ、管理職職員が「栃木市役所イクボ
ス宣言＊」を行いました。
これまでの取組の見直しや新たな課題を把握し、
「ＤＶ防止法＊」や「女性活躍推進法＊」な
どの新たな取組を踏まえ、2018年（平成30年）３月に「とちぎ市男女共同参画プラン（第
２期計画）
」を策定するものです。
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２ 本市を取り巻く現状
（１）人口の推移
本市の総人口をみると、平成 29 年４月１日現在は 162,520 人となっています。平成 25
年からの５年間の推移をみると、減少傾向となっており、５年間で 2,236 人の減少となって
います。
また、年齢３区分人口構成比の推移をみると、老年人口の割合が増加する一方で年少人口の
割合は減少しており、いわゆる少子高齢化が進展している状況が分かります。
＜人口推移・人口割合＞
（人）
200,000

年少人口（0-14歳）

生産年齢人口（15-64歳）

高齢人口（65歳以上）

164,756

164,309

163,765

163,170

162,520

42,668

44,168

45,610

46,762

47,643

101,838

100,204

98,541

97,102

95,898

20,250

19,937

19,614

19,306

18,979

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

100,000

0

年少人口（0-14歳）

生産年齢人口（15-64歳）

高齢人口（65歳以上）

100%

25.9%

26.9%

27.9%

28.7%

29.3%

61.8%

61.0%

60.2%

59.5%

59.0%

12.3%

12.1%

12.0%

11.8%

11.7%

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

80%

60%
40%

20%
0%

資料：住民基本台帳（外国人登録含む

各年４月 1 日現在）

平成 25～26 年は栃木市と岩舟町の人口を合算しています。
※端数処理上合計が 100％にならない箇所があります。
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年齢階級別では、男女とも 65～69 歳が多くなっています
世代別にみると、70 歳代以上は女性の割合が男性の割合を上回っています。
＜年齢階級別人口＞
685
男性
（80,775人） 1,516
2,660
4,020
5,023
7,334
6,082
5,138
4,857
5,715
6,170
5,195
4,538
4,227
3,977
3,875
3,567
3,315
2,881
8,000 人 4,000 人

19
90歳以上
18
85～89歳
17
80～84歳
16
75～79歳
15
70～74歳
14
65～69歳
13
60～64歳
12
55～59歳
11
50～54歳
10
45～49歳
9
40～44歳
8
35～39歳
7
30～34歳
6
25～29歳
5
20～24歳
4
15～19歳
3
10～14歳
5～9歳2
0～4歳1

2,212
女性
3,048 （81,745人）
3,910
4,605
5,219
7,411
5,982
5,099
4,571
5,355
5,432
4,591
4,061
3,757
3,567
3,709
3,381
3,122
2,713

0 人

0 人

4,000 人

資料：住民基本台帳（外国人登録含む

8,000 人

平成 29 年４月１日現在）

（２）世帯の推移
本市の世帯数をみると、平成 29 年４月１日現在 64,317 世帯となっています。
また、世帯数は増加傾向にありますが、１世帯当たり人員は減少しています。
＜世帯数と１世帯当たりの人員の推移＞
(世帯）
100,000

総世帯数

1世帯あたりの人員

（人）
3

2.71

2.67

2.62

2.58

2.53

60,700

61,566

62,460

63,352

64,317

2
50,000

1

0

0
平成25年

平成26年

平成27年

資料：住民基本台帳（外国人登録含む

平成28年

平成29年

各年４月１日現在）

平成 25～26 年は栃木市と岩舟町の世帯数を合算しています。
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（３）未婚率の推移
本市の未婚率では、男女ともに全年齢で上昇傾向にあることがうかがえます。
＜未婚率の推移＞
100%

75%

男 性
92.1%

93.6%

69.7%

71.8%

92.9%
74.9%

47.8%

49.6%

50.6%

37.6%

39.5%

20～24歳

25～29歳
50%

33.2%

100%

75%

女 性
86.6%

88.7%

88.9%

57.1%

58.6%

61.4%

32.9%

34.5%

25～29歳

50%

29.2%

30～34歳

20～24歳

30～34歳

25%

35～39歳
25%

20.5%

22.6%

平成22年

平成27年

15.9%

35～39歳

0%

平成17年

平成22年

平成27年

平成17年

資料：国勢調査

（４）婚姻件数・離婚件数の推移
本市の婚姻件数は年々減少しており、平成 27 年では 621 件となっています。
また、離婚件数はほぼ横ばいとなっており、平成 27 年では 264 件となっています。
＜婚姻件数・離婚件数の推移＞
(件)
1,000

婚姻件数

676

610

離婚件数

656

625

621

500

268

271

255

227

264

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

0

資料：栃木県保健統計年報
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（５）就業率等の状況
本市の就業者数及び就業率の推移は、男性、女性ともに減少しています。
また、女性の年齢別の労働力率＊を年齢に沿ってみると、25～29 歳をピークに減少し、さ
らに 40 歳を超えると労働力率＊は再び高くなる「Ｍ字曲線＊」を示しています。30 歳代前後
で結婚や出産を理由として離職する割合が多くなっているものと考えられますが、その割合は
以前と比べて年々少なくなっています。
＜就業者数、就業率の推移＞
男性の就業者数

(人)

女性の就業者数

男性の就業率

女性の就業率

100,000

80%
65.1%

66.2%

69.9%

60%
46.4%

40%

46.2%

45.1%

20%
50,000

49,687

46,009

0%

44,422

34,898

33,123

-20%

33,126

-40%
0

-60%

平成17年

平成22年

平成27年

資料：国勢調査

＜労働力率＊の推移＞
100%

100%

男 性

女 性

92.3% 92.7% 93.7% 92.8% 92.4% 91.6% 79.3%
90.4%

80%

75.1%

80%

71.7%

69.5% 70.9%

74.7% 75.8% 74.9%
69.0%

67.0%

60%

60%

40%

40%

52.2%

平成17年
平成22年

20%

平成17年
20%

平成22年

13.5%

平成27年

14.9%
0%

平成27年
0%

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

資料：国勢調査
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（６）方針決定の参画状況
本市の審議会等の女性の登用状況をみると、平成29 年度では審議会等における登用では 65
の審議会のうち 59 の審議会で女性が登用されており、女性の委員数は総数 958 人のうち
303 人、女性比率は 31.6％となっています。
また、平成 29 年度現在、市管理職に占める女性職員の割合は 12.1%、市議会議員に占め
る女性の割合は 21.2％、自治会長に占める女性の割合は 3.0％となっています。
＜本市における女性の参画状況＞
市管理職（課長相

各種審議会等委員に
占める女性の割合※

審
議
会
等
数

女
性
を
含
む
審
議
会

委
員
数

女
性
委
員
数

当職以上）に占め
る女性職員の割合

女
性
比
率
（
％

職
員
数

）

女
性
職
員
数

女
性
比
率
（
％

市議会議員に
占める女性議員の
割合

議
員
数

）

女
性
比
率
（
％

女
性
議
員
数

）

自治会長に占める
女性の割合

自
治
会
長
数

女
性
比
率
（
％

女
性
自
治
会
長
数

）

平成 24 年度

44

38

590

155

26.3

161

16

9.9

34

4

11.8

393

12

3.1

平成 25 年度

49

40

707

177

25.0

160

14

8.8

34

4

11.8

392

5

1.3

平成 26 年度

52

43

783

196

25.0

153

12

7.8

34

4

11.8

473

8

1.7

平成 27 年度

52

44

788

209

26.5

160

16

10.0

33

7

21.2

473

10

2.1

平成 28 年度

60

51

915

260

28.4

146

17

11.6

33

7

21.2

473

17

3.6

平成 29 年度

65

59

958

303

31.6

149

18

12.1

33

7

21.2

472

14

3.0

資料：人権・男女共同参画課（各年度 4 月 1 日現在）
※

法律により設置が義務付けられている執行機関（地方自治法第180条の５関係）及び法律、条令による任意設
置の付属機関（地方自治法第202条の３関係）
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（７）女性相談及び配偶者等からの暴力の状況
全国の配偶者暴力相談支援センター＊に寄せられた相談件数は、平成 23 年度の 82,099 件
から平成 27 年度の 111,630 件と大幅に増加しています。
相談体制の充実によって、潜在していた事態が表面化した件数の増加とも考えられますが、
いずれにしても深刻な状況となっています。
また、市におけるＤＶ＊相談件数は平成 28 年度では 106 件となっています。
＜全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数の推移＞
来所

（件）
140,000

電話

その他

111,630

89,490

82,099
70,000

99,961

102,963

5,104

5,213

64,797

65,895

4,854

3,554

2,223

60,686

57,236

72,246

22,640

25,250

30,060

31,855

34,530

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

0

資料：内閣府

＜市におけるＤＶ＊相談（母子・父子自立支援員兼婦人相談員の相談指導）延件数＞

ＤＶ＊相談件数（件）

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

56

119

89

106

資料：子育て支援課
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３ 男女共同参画に関する市民意識調査結果
本市に在住する 20 歳以上の市民 2,000 人を対象に、男女共同参画に関する意識や実態を把握
するために、平成 28 年 10 月に「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施しました。

対象者数（人）

回収数（人件）

回収率（％）

2,000

759※

38.0※

男性 990

306

30.9

女性 1,010

449

44.5

※性別無回答者 4 名を含む
※対象者数の違いは、人口比によるものです。

（１）回答者の属性について
性別では、
「男性」が 40.3％、
「女性」が 59.2％となっています。
年齢では、
「50 歳代」が 20.9％と最も多く、次いで「40 歳代」19.4％、
「60 歳代」17.0％、
「30 歳代」16.9％となっています。

＜性別＞

＜年齢＞

無回答
0.5%

0%

20%

20歳代

13.4

30歳代

16.9

40歳代

女性
59.2%

男性
40.3%

19.4

50歳代

20.9

60歳代

17.0

70歳以上
無回答
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40%

11.9
0.5
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（２）男女共同参画社会に関する意識について
「男は仕事、女は家庭」という考え方を肯定し、「男は仕事、女は家庭にいるのがよい」と
考える方は 4.2％しかいません。最も多いのは「男女とも仕事を持ち、家庭でも責任を分担す
るのがよい」で 46.2％となっています。
男女別でみると、「男は仕事、女は家庭にいるのがよい」と「男女とも仕事を持ち、家庭の
ことは女が責任を持つのがよい」との回答は男性が女性より多く、依然として男女間に意識の
違いが見られます。
＜「男は仕事、女は家庭」という考え方について＞
0%

全体

20%

40%

4.2 3.8

46.2

60%

80%

100%

1.6 1.4

37.9

4.7
1.6 2.0

【性別】

男性

5.6

5.6

44.1

37.6

3.6

1.6 1.1
女性 3.3 2.7

47.2

38.5

5.6

0.0 2.0
【年齢】

20歳代

4.9 2.9

49.0

38.2

2.9
0.8

30歳代 3.1 3.1

43.8

39.8

40歳代 2.7 4.1

41.5

42.2

2.3

2.7 2.7 4.1

0.6
50歳代

7.0

1.3

4.4

48.4

39.6

2.5 3.1
0.0 0.8

60歳代

5.4

6.2

45.0

37.2

5.4
1.1 1.1

70歳以上

5.6

7.8

50.0

27.8

男は仕事、女は家庭にいるのがよい

男女とも仕事を持ち、家庭のことは女が責任をもつのがよい
男女とも仕事を持ち、家庭でも責任を分担するのがよい
男女の役割は固定せずに、男女どちらが仕事をしても家庭にいてもよい

その他
わからない

無回答
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男女の地位の平等感について、「男性が優遇されている」、「どちらかといえば男性が優遇
されている」が多いのは、「職場」、「社会通念・習慣・しきたりなど」、「政治の場で」、
「社会全体の中で」などで、平等になっているが多いのは「学校教育の場」（50.5％）です。
また、すべての項目で、女性が優遇されているとの回答は、男性が優遇されているとい
う回答よりも少なくなっています。
また、男女別集計では、男性と女性とで、各分野における地位の平等感に大きな違いが
みられました。
今後も、家庭・学校・社会などあらゆる場において、
「男だから」
、
「女だから」という社
会的・文化的に形成された性別による固定化されたものにとらわれない意識の浸透を図っ
ていくことが必要となっています。
＜男女の地位の平等感について＞
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.5
家庭生活

11.1

43.5

22.1

11.1

6.2 3.6

1.4
職場

20.9

47.4

14.5

2.0

4.6

6.6 4.5

23.1

4.9

0.5

学校教育の場

14.4

50.5

4.7

0.7
町内会や自治会等の地域社会

14.2

35.2

26.6

2.6

17.3

3.4

0.5
社会通念・習慣・しきたりなど

21.5

47.8

13.8

2.0 10.4

4.0

0.1
政治の場で

27.1

44.9

14.8

1.6 7.4 4.1

2.0

法律や制度の上で

13.4

36.5

27.5

4.5

12.3

3.8

1.2

社会全体の中で

13.7

54.2

14.2

5.3

8.0 3.4

男性の方が優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている

わからない

無回答
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（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス ＊）について
生活の中での「家庭生活」、「仕事」、「地域活動」の優先度では、「家庭生活と仕事をともに
優先」が 45.2％となっており、
「仕事」と「家庭生活」などを優先させたいという理想を持っ
ていることがうかがえます。
一方、回答に男女差が大きい項目は、男性の回答が多い「仕事」、女性の回答が多い「家庭
生活」で、意識の差がうかがえます。
＜「家庭生活」
、
「仕事」
、
「地域活動」の優先度＞
0%

20%

全体

40%

30.0

60%

8.7 0.1

80%

100%

0.9

45.2

1.6

9.6

2.0 1.8

1.0
【性別】

男性

20.9

15.0

0.0

43.5

1.6

13.7

0.2

女性

36.5

4.5

36.5

2.6

0.4
45.9

2.0 6.9 2.2 1.3

0.2
【年齢】 20歳代

1.6

0.4

4.5

45.9

2.0 6.9 2.2 1.3
0.0 0.0 0.0

30歳代

38.3

8.6 0.0

46.9

6.3

0.0

0.0

40歳代

27.9

9.5 0.0

50.3

1.4 8.2 2.0 0.7
0.6

50歳代

32.1

8.2 0.0

44.7

1.3

11.3 1.3 0.6

0.8
60歳代

70歳以上

20.9

26.7

9.3 0.8

38.8

10.0 0.0

35.6

4.7

2.2 3.3

「家庭生活」を優先
「仕事」を優先
「地域活動」を優先
「家庭生活」と「仕事」をともに優先
「仕事」と「地域活動」をともに優先

「家庭生活」と「地域活動」をともに優先
「家庭生活」と「仕事」と「地域活動」をともに優先
わからない
無回答
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男性の育児・介護休暇については、「取得した方が良いと思うが、今の法律・制度のままで
は支援が不十分」
（46.8％）
、
「取得した方が良いと思うが、取得後、不利益が懸念されるので
実際は難しい」
（46.1％）が多い回答となっています。
多様な就労形態が増える中、行政が企業に働きかけるなど育児・介護休業制度を利用しやす
い環境整備をしていく必要があります。
＜男性の育児・介護休暇について＞
0%

30%

取得した方が良いと思うし、機会があれば自分で取得または、取得を勧めたい

60%

33.3

取得した方が良いと思うが、取得後、不利益が懸念されるので実際は難しい

46.1

取得した方が良いと思うが、今の法律・制度のままでは支援が不十分

46.8

取得した方が良いと思うが、上司の理解が得られないので実際は難しい

38.9

取得した方が良いと思うが、同僚の理解が得られないので実際は難しい

29.4

上司・同僚の理解不足や不利益があるので、取得しない方がよい

9.1

男性は、育児や介護に慣れていない人が多いので、取得には意味がない

同じ職場で、同僚が取得するのは迷惑だし、取得しない方がよい
育児や介護は、女性がすべきものだと思うので、取得しない方がよい

6.1

3.2
1.4

取得した方が良いと思うが、地域や近所から理解されないので実際は難しい
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18.1

その他

2.8

無回答

3.4
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（４）就業について
女性が結婚・出産後も働き続けるためにとても重要なものでは、
「家族の理解や協力（家事・
育児などへの参加）
」
、
「保育施設や学童保育＊など、子どもを預かってくれる施設の充実」が、
ともに７割を超えています。

＜女性が結婚・出産後も働き続けるために重要なこと＞
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.7 0.3
家族の理解や協力（家事・育児などへの参加）

74.7

22.3

2.1

0.8 0.5
保育施設や学童保育など、
子どもを預かってくれる施設の充実

71.8

24.6

2.2
0.5

福祉施設やホームヘルパーなど、介護を必要と
する人を預かってくれる制度（施設）の充実

65.2

労働時間の短縮化、フレックスタイム制の導入

41.9

30.0

44.5

2.1 2.1

10.3 0.7 2.6
0.4

企業等事業所の理解

61.9

34.4

1.1 2.2
0.5

育児・介護休業などの休暇制度の充実

56.9

昇進・昇給などの職場での男女平等の確保

とても重要

43.1

重要

あまり重要でない
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38.1

40.8

まったく重要でない

2.2 2.2

12.4 1.3 2.4

無回答
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また、女性が再就職するために重要なことでは、「家族の理解や協力（家事・育児などへの
参加）」と「子どもや介護を必要とする人などを預かってくれる施設の充実」が 7 割を超えて
います。
女性が再就職や仕事と家庭が両立する環境をつくるためには、家族の理解や協力が必要です。
また、平成 27 年４月より「子ども・子育て支援新制度」が始まり、今後、待機児童の解消や、仕
事と子育てを両立しやすい環境の整備が加速化するものと予想されます。保育所等の子育て施設の充
実などのハード面の整備に加え、仕事と子育ての両立を支援するソフト面での取組も重要になります。
＜女性が再就職するために重要なこと＞
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.4 0.1
家族の理解や協力（家事・育児などへの参加）

74.6

21.9

2.0
0.9 0.3

子どもや介護を必要とする人などを
預かってくれる施設の充実

70.8

25.7

2.4
0.7

就職情報や就職紹介などの相談機関の充実

技能習得のための訓練施設の充実

38.3

50.3

24.2

7.9

49.7

22.5

2.8

1.1 2.5
0.3

企業、事業所等の理解

54.4

40.3

2.8 2.2
0.3

企業が、再就職を希望する人を
雇用する制度の充実

53.5

41.1

2.9 2.2
0.7

フレックスタイム制の導入や
育児・介護休業などの休暇制度の充実

とても重要

49.1

重要

あまり重要でない
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42.8

まったく重要でない

5.3

無回答

2.1
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社会的背景と本市の現状

（５）ドメスティック・バイオレンス＊（ＤＶ）について
これまでに夫や妻、交際相手から暴力を受けたことがあるかについては、いずれの項目も７
割以上の方はないと回答していますが、「人格を否定するような暴言や、交友関係を細かく監
視するなどの、精神的な嫌がらせを受けた」ことがある方は 25.5％います。
「暴力を受けたことがある」と回答した人が相談した相手は、
「友人や知人」
、
「家族や親戚」が
多くなっている一方で、40.3％の方は「どこ（だれ）にも相談しなかった」と回答しています。
＜配偶者や交際相手からの被害経験の有無＞
0%

なぐったりけったりするなど、身体に対する暴力を受けた

20%

5.4

人格を否定するような暴言や、交友関係を細かく
監視するなどの、精神的な嫌がらせを受けた

40%

12.6

8.8

60%

80%

100%

78.7

16.7

3.3

71.4

3.0

あなたの家族や親しい人に、危害が加えられる
4.6 5.8
のではないかと、恐怖を感じることがあった

86.3

3.3

嫌がっているのに、性的な行為を強要された 3.8 8.3

84.1

3.8

あなたに、自由になるお金を渡さない 5.0 2.6

何度もあった

88.5

1・2度あった

3.8

まったくない

無回答

＜相談相手＞
0%

30%

県婦人相談所や、パルティとちぎ男女参画センターに相談した

0.8

市町村の窓口に相談した

1.2

警察に連絡・相談した

2.9

法務局、法テラス、人権擁護委員に相談した

0.8

上記以外の公的な機関に相談した

1.6

民間の専門家や専門機関に相談した

2.5

医療関係者に相談した

1.6

学校関係者に相談した

0.0

家族や親戚に相談した

27.6

友人や知人に相談した
同じような経験をした人に相談した
その他

33.3
4.1
2.5

どこ（だれ）にも相談しなかった
無回答
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60%

40.3
8.6
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夫や妻、交際相手からの被害経験をどこ（だれ）にも相談しなかった理由として、「相談す
るほどのことではないと思ったから」
、
「相談しても無駄だと思ったから」
、
「自分にも落ち度が
あると思ったから」
、
「自分さえ我慢すれば、なんとかこのままでやっていけると思ったから」
などの回答も多く、被害者が潜在していることが考えらえます。
「ＤＶ防止法＊」においては、暴力の防止及び被害者の保護に関する実施体制などを整備す
ることが求められています。このようなことも踏まえ、暴力を許さない環境づくりを進めると
ともに、暴力を受けた人の相談窓口などに関する情報提供の充実も必要となっています。
＜どこ（だれ）にも相談しなかった理由＞
0%

30%

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかった

6.1

相談しても無駄だと思ったから

23.5

恥ずかしくて、だれにもいえなかったから
相談したことがわかると、仕返しを受けたり、
もっとひどい暴力を受けると思ったから
子どもに危害がおよぶと思ったから

14.3

4.1

2.0

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままで
やっていけると思ったから

17.3

自分にも落ち度があると思ったから

18.4

他人を巻き込みたくなかったから

10.2

相談するほどのことではないと思ったから

45.9

その他

無回答
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60%

6.1

0.0
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（６）社会参画について
地域自治会やＰＴＡ等の代表、職場の役職、議員や審議会委員など、政策や方針を決定する
過程への女性の参加について、男女別でみると、男性では「男女半々になるくらいまで増える
方がよい」、女性では「男女半々まではいかなくても、今より増える方がよい」が多くなって
います。
＜政策や方針を決定する過程への女性の参加＞
0%

20%

全体 3.7

40%

60%

32.0

80%

40.1

100%

0.4

2.4 8.0 2.2

11.2

0.0
【性別】

男性

5.9

40.8

35.0

8.8

2.3 4.2 2.9

0.7
女性 2.2

26.1

43.9

12.5

10.5 1.8

2.4

2.0

0.0
【年齢】

20歳代 2.9

37.3

38.2

9.8

3.9 5.9

0.0
30歳代

7.8

31.3

39.1

7.8

5.5

6.3 2.3

0.7
40歳代

4.8

38.1

29.3

9.5

0.7

2.7

14.3
0.0 0.6 1.3

50歳代 3.1

30.8

43.4

13.8

6.9
0.8

0.8
60歳代 2.3

23.3

50.4

11.6

0.0 1.1

0.0

70歳以上

1.6 9.3

32.2

42.2

13.3

男性を上回るほど増える方がよい

男女半々になるくらいまで増える方がよい
男女半々まではいかなくても、今より増える方がよい
今のままでよい
今より少ない方がよい
その他
わからない
無回答
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2.2

8.9
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地域自治会やＰＴＡ等の代表、職場の役職、議員や審議会委員など、方針決定の場に、女性の
参画が増えていくために必要なことについて、男女別でみると、男性は「役職などは男性がやる
ものという意識をなくすこと」
、
「女性自身が、積極的に参画意識・意欲を持つこと」の回答が多
く、女性では、
「女性自身が、積極的に参画意識・意欲を持つこと」が最も多くなっています。
女性が各分野で活躍するためには、性別による固定化した役割意識を払しょくさせるような
女性自身の意識や行動の変革と、周囲の理解や意識の変化を促す環境づくりが必要となります。
＜方針決定の場に、女性の参画が増えていくために必要なこと＞
0%

20%

全体

40%

19.1

17.8

60%

6.5

80%

20.9

11.9

100%

8.4 1.3 8.0

6.1

1.3
【性別】

男性

23.2

女性

18.0

16.3

17.8

5.2

22.5

7.1

9.2

20.0

10.1

13.8

4.9 5.6

7.3 1.1 10.0

6.5

1.0

【年齢】

20歳代

24.5

30歳代

24.5

19.1

40歳代

17.8

23.1

3.9

6.5

22.4

16.7

10.8

20.9

2.7

13.6

11.9

10.9

4.9

8.8

8.4 1.3 8.0

7.5 2.0

4.9

6.1

12.2

5.4

0.0

50歳代

60歳代

70歳以上

13.8

8.5

14.4

15.7

14.7

11.1

10.7

5.4

21.4

15.7

34.9

10.0

25.6

12.6

10.1

8.9

4.4 5.7

10.9 0.0 10.1

8.9

2.2 6.7

5.4

12.2

「役職などは男性がやるもの」という意識をなくすこと
男性優位の組織運営を改善すること
女性の能力開発のための、研修訓練の機会を充実させること

女性自身が、積極的に参画意識・意欲を持つこと
家族からの支援や、協力があること
方針決定の重要な役割に、一定の割合で女性を登用する制度を充実すること
その他

わからない
無回答
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今後女性の参画を進めるために必要な分野については、「国会・県議会・市町村議会等の議
員」が 65.9％と最も多く、次いで「国の省庁、県庁、市町村の役所等」53.0％、「企業の管
理職、労働組合の幹部」44.3％となっています。
＜今後女性の参画を進めるために必要な分野について＞
0%

40%

80%

国会・県議会・市町村議会等の議員

65.9

国の省庁、県庁、市町村の役所等

53.0

弁護士、医師などの専門職

35.3

自治会、ＰＴＡなどの役員

34.0

企業の管理職、労働組合の幹部

44.3

国連などの国際機関

27.0

建設業などの女性の少ない職場

20.0

理工系などの女性の少ない分野の学生

21.2

大学、研究所などの研究者

18.8

農林業団体などの役職
その他

17.0
2.9

無回答
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7.8
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（７）男女共同参画全般について
男女共同参画の視点から防災・災害復興活動に必要とされるものについては、「避難所の設
備（男女別トイレ・更衣室・防犯対策等）
」が 85.5％と最も多く、次いで「乳幼児、高齢者、
障がい者、病人、女性（女性用品等）に対する備えやニーズの把握、支給する際の配慮」83.0％、
「災害時の救急医療体制（診察・治療体制、妊産婦をサポートする保健師・助産師の配置）」
72.2％となっています
＜男女共同参画の視点から防災・災害復興活動に必要とされるもの＞
0%

50%

100%

避難所の設備（男女別トイレ・更衣室・防犯対策等）

85.5

避難所運営の責任者に女性も配置され、
被災者対応に男女双方の視点が入ること

63.6

乳幼児、高齢者、障がい者、病人、女性（女性用品等）に対する
備えやニーズの把握、支給する際の配慮

83.0

災害時の救急医療体制（診察・治療体制、
妊産婦をサポートする保健師・助産師の配置）

72.2

被災者に対する相談体制

56.7

対策本部に女性が配置され、対策に男女双方の視点が入ること

59.9

防災・復興計画策定の過程や、防災会議に男女がともに参画すること

48.1

防災訓練や防災研修会への男女双方の積極的な参加の促進

40.2

災害時ボランティア登録など多様な人材の確保

47.3

地域の自主防災活動への男女双方の積極的な参加の促進
その他

43.7
0.9

わからない

2.6

無回答

2.8
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男女共同参画社会を実現するために、栃木市で今後力をいれていくべきだと思うものは、
『と
ても重要』
『重要』を合わせると、
「子どもや介護を必要とする人などを預かってくれる施設や
サービスを充実する」が最も多く、次いで「学校教育や生涯学習・社会教育の場で男女平等と
相互理解や協力についての学習を充実する」、
「職場における男女の平等な扱いについて周知徹
底を行う」となっています。
本市の男女共同参画社会を実現するためには、多岐にわたる取組が必要となりますが、今後
も男女共同参画に関する意識啓発とともに、保育や介護サービスの充実、仕事と家庭の両立（ワ
ーク・ライフ・バランス＊）支援、働きやすい就業環境の整備への施策が求められています。
＜男女共同参画社会を実現するために、栃木市で今後力をいれていくべきだと思うもの＞
0%

広報紙やパンフレットなどで、男女共同参画について
積極的に啓発する

各種団体などの女性のリーダーを養成する

20%

40%

16.9

60%

80%

52.2

20.3

100%

20.4

53.9

3.2 7.4

17.1

2.1 6.6

0.8
学校教育や生涯学習・社会教育の場で男女平等と
相互理解や協力についての学習を充実する

27.4

53.6

10.8

7.4

1.4
政策方針決定の場へ女性を積極的に登用する

23.8

53.9

13.2

7.6

0.4
子どもや介護を必要とする人などを預かってくれる
施設やサービスを充実する

55.2

35.6

3.3 5.5

1.1
職場における男女の平等な扱い
について周知徹底を行う

自主的に活動するボランティアや
NPOなどの団体を支援する

29.6

13.8

48.6

52.7

13.8

23.6

6.9

2.8 7.1

1.3
男女の生き方に関する情報提供、
相談、教育などの場を充実する

とても重要

22.9

重要
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54.5

あまり重要でない

14.1

まったく重要でない

7.1

無回答
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４ 第１期計画における目標値の進捗状況
第１期計画の進捗状況は以下のようになっております。
「男は仕事、女は家庭」という性的役割分担意識を肯定する人の割合は 4.2％と目標値を達
成し、また、審議会等委員への女性登用では、女性委員の比率が 30％を超えるなど着実な進
展が見られました。
一方、達成に至らない目標値もありますので、現状を把握し、課題を解決するための施策の展
開が必要です。
＜第１期計画における目標値の進捗状況＞
基本
目標

平成24年度
（第１期策定時）

平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

「男は仕事、女は家庭」という性的役割分担意識を肯定
する人の割合

9.8%

4.2%

5.0%

地域での男女共同参画出前講座＊「ミニ市民つどい」参加者数

105人

43人

110人

社会全体の中で「平等になっている」と思う人の割合

17.3%

14.2%

22.0%

学校教育の場で「平等になっている」と思う人の割合

54.5%

50.5%

60.0%

家庭教育オピニオンリーダー＊会員等数

68人

74人

88人

乳児健康診査（４か月児）受診率

99.3%

97.2%

100%

子宮がん検診受診率

13.1%

18.8%

50.0%

乳がん検診受診率

16.1%

21.8%

50.0%

２

各種審議会等委員に占める女性の割合

26.3%

31.6%

30.0%

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

女性委員のいない審議会等の数

11

11

0

自治会長に占める女性の割合

3.1%

3.0%

3.8%

職場で「平等になっている」と思う人の割合

17.1%

14.5%

22.0%

女性の認定農業者＊数

27人

28人

34人

農業家族経営協定＊の締結数

269戸

379戸

295戸

家庭での家事の分担で「食事のしたく」を主に妻が分担
している割合

81.2%

81.3%

76.0%

家庭生活のための時間が「十分とれている」と思う人の割合

25.5%

24.9%

30.0%

１
人
づ
く
り

バ
ラ
ン
ス
）
を
目
指
し
た
環
境
づ
く
り

男
女
共
同
参
画
意
識
を
持
っ
た

項

目

ファミリー・サポート・センター＊事業会員数
学童保育＊事業実施か所数・利用者数

３
こ
と
が
で
き
る
社
会
づ
く
り

私
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
す

1,123人
33か所
利用者1,263人

1,119人
50か所
利用者1,946人

1,150人
35か所
利用者1,283人

とちぎ市民活動推進センター「くらら」＊登録団体数

221団体

264団体

320団体

栃木県男女共同参画地域推進員数

90人

84人

95人

庁内推進本部検討部会研修会出席率

74.0%

74.9%

100.0%

男性市職員の出産休暇の取得率

77.3%

90.6%

100.0%

男性市職員の育児参加休暇の取得率

18.2%

50.0%

100.0%

市職員の年次休暇取得日数

10.1日

11.5日

15日
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５ 第２期計画に向けた課題
本市の現状や「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果を踏まえ、本市における男女共
同参画に関する課題を以下にまとめました。

（１）人権の尊重と男女共同参画意識の向上の必要性
さまざまな場における性別による固定的役割分担意識や根強い慣習・慣行には、人権が尊重
されているとは言えない状況が依然として見受けられます。
このようなことから、男女共同参画社会の形成を市民一人ひとりが自らの問題として捉え、
身近なところから意識や慣行を見直すための啓発、広報活動に取り組む必要があります。
また、誰もが生まれながらに持っている人間としての権利の尊重や男女平等を推進する教
育・学習環境が必要です。

（２）あらゆる分野における男女共同参画の場の必要性
昨今さまざまな分野で女性の活動・活躍がみられるようになりましたが、政策・方針決定過程の
場への女性の参画は未だ十分ではありません。
このようなことから、誰もが参画しやすい環境づくりや、積極的に参画できる人材の育成に
努め、男女共同参画を促進することが重要です。
さらに、自然災害などの非常時には、女性や子ども、高齢者、障がい者などの方への配慮が
必要となるため、男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進が必要です。
また、男女が仕事を続けていくためには、性別役割分担に捉われず、男女ともに能力と個性
を十分に活かせる職場にすることが必要です。市民意識調査結果で女性が再就職するために重
要なことは、
「家族の理解や協力（家事・育児などへの参加）」と「子どもや介護を必要とする
人などを預かってくれる施設の充実」が 7 割を超えており、女性が、再就職や仕事と家庭が両
立する環境をつくるためには、家族の理解や協力と、更なる施設の充実が必要となっています。
このようなことから、働き方の見直しや職場環境の改善、事業主や労働者の意識改革をして
いくとともに、女性の活躍推進の観点から働きたい女性、働く女性への各種支援の充実、出産・
育児・介護等を理由に離職した女性の再就職支援が求められています。
さらに、仕事と家庭生活、地域活動の両立を支援するため、子育て・介護環境の整備に努め
るとともに、男性の仕事中心的な意識を改善し、家庭や地域においても男女共同参画を進めて
いくことが求められています。
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（３）安心して暮らすことができる社会づくりのための取組の必要性
男女が生き生きと暮らす男女共同参画社会の実現には、個人の尊重と併せて、ともに幸福で
長生きし、生きがいを持って社会参画ができるよう、男女の特性に応じた健康の保持・増進体
制を推進する必要があります。
また、暴力は重大な人権侵害であるにもかかわらず、人々の認識や理解不足により、家庭内
や交際相手間の問題として見過ごされてしまうことが多く、被害が潜在化しています。
暴力は絶対に許さないという社会意識の醸成と被害者への支援が重要となります。よって、
ＤＶ＊やストーカー、多様なハラスメントなど、あらゆる暴力の根絶に向けた取組の強化が求
められています。
さらに、高齢者、障がい者が地域で安心して暮らすことができるよう、生活環境の向上や自
立支援に取り組むとともに、男女共同参画の視点から介護者への支援が必要です。
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第３章

計画の基本的な考え方

計画の基本的な考え方

１ 栃木市の将来像と基本理念
（１）栃木市の将来像
本計画は、本市における男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、計画的に推進
するものです。そのために、栃木市男女共同参画推進条例第３条に定める６つの基本理念を基
に、市民、事業者及び教育関係者と市が一体となって計画を推進するため、栃木市の将来像を
定めます。

誰もが生き生きと暮らし、豊かで活力ある男女共同参画社会

（２）男女共同参画を進めるための６つの基本理念
①男女の人権の尊重
子どもから高齢者まで、すべての男女が個人として尊重され、性別によって差別される
ことなく、個人としての個性と能力を発揮できる機会が保障されること。

②男女の活動の自由の確保
性別による固定的な役割分担等を反映した慣行にとらわれることなく、男女が社会にお
ける活動を自由に選択できるようにすること。

③政策等の立案及び決定への共同参画
男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び
決定等あらゆる分野に参画する機会が確保されること。

④家庭生活における活動と他の活動との両立
家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援のもと、子の養育、家族の介護など
の家庭生活における活動、仕事や地域活動を円滑に行うことができるようにすること。

⑤男女の生涯にわたる健康の確保
男女が互いの性についての理解を深め、双方の意思が尊重されることにより、良好な環
境のもとに、安全な妊娠及び出産ができるようにすることや生涯にわたり健康な生活を営
むことができるようにすること。

⑥国際的協調
国際社会における取組を十分理解し、動向に留意し、協調ある取組を進めること。
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２ 基本目標と施策の方向性
本計画では基本理念の実現のため、以下の３点を基本目標の柱として総合的に推進していきます。

【基本目標１】 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり
すべての市民が男女共同参画や人権について正しく理解し、家庭や地域、学校、職場等に
残る「固定的な性別役割分担意識」を解消するとともに、一人ひとりがお互いの人権を尊重
しあえる意識づくりを推進します。
（１）男女共同参画意識の醸成と慣行の見直し
（２）男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

【基本目標２】 あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
（ワーク・ライフ・バランス＊の推進）
男女共同参画社会を実現するために、政策や方針決定過程に男女が対等な立場でともに参
画し、多様な視点が反映される場づくりを推進します。
また、男女が家事・育児・介護等について助け合いながら、ともに仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バランス＊）を図りつつ、あらゆる分野において活躍できるよう支援します。
特に、男性の家庭や地域への参画を可能とするための環境づくりや子育て支援を推進し、
働く女性のさらなる活躍推進を図ります。
（１）地域・社会における男女共同参画の促進
（２）働く場における男女共同参画と仕事と生活の調和の促進
【栃木市職業生活における女性活躍推進計画】
（３）家庭における男女共同参画の促進

【基本目標３】 安心して暮らすことができる社会づくり
多様な性のあり方を認め合う意識環境の整備や、お互いの性を理解し、生涯にわたる一人
ひとりに応じた健康づくりに取り組みます。
また、暴力は、重大な人権侵害であるという認識に立ち、暴力の発生を防ぐ環境づくりに
取り組みます。
さらに、年齢、障がいの有無などにかかわらず、男女一人ひとりの人権が尊重され、誰も
が安心して暮らせる男女共同参画社会を目指し、生活環境の向上や自立支援に取り組みます。
（１）男女の生涯にわたる健康の支援
（２）配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護
【栃木市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】
（３）誰もが安心して暮らせる環境の整備
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３ 計画の体系図
市の将来像

基本目標

施策の方向と取組施策
１ 男女共同参画意識の醸成と慣行の見直し
（１）男女平等意識の高揚と社会制度・慣行の見直し
（２）国際的な動向についての情報収集・提供と国際理解の推進
２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実
（１）家庭・地域における男女共同参画に関する学習の推進
（２）学校等における男女平等教育の推進
１ 地域・社会における男女共同参画の促進

(

誰
も
が
生
き
生
き
と
暮
ら
し
、
豊
か
で
活
力
あ
る
男
女
共
同
参
画
社
会

男
意女人
識共権
づ同の
く参尊
り画重
と
の

ワ
ー男
ク女あ
共ら
・
ラ同ゆ
イ参る
フ画分
・
バの野
ラ環に
ン境お
スづけ
のくる
推り
進
）

（１）政策や方針決定過程などへの女性の参画の促進
（２）地域における男女共同参画の促進
２ 働く場における男女共同参画と仕事と生活の調和の促進
【栃木市職業生活における女性活躍推進計画】
（１）男女共に働きやすい環境の整備
（２）働く場における女性の活躍推進の支援
３ 家庭における男女共同参画の促進
（１）男性の家庭生活への参画の促進
（２）子育て支援の充実
１ 男女の生涯にわたる健康の支援
（１）生と性を尊重する意識の醸成
（２）生涯を通じた男女の健康づくりの支援

安
心
し
て
社暮
会ら
づす
くこ
りと
が
で
き
る

２ 配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護
【栃木市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 】
（１）配偶者等に対する暴力を許さない意識の啓発
（２）相談支援体制の充実と安全の確保
（３）被害者の自立支援
（４）DV 対策の推進体制の強化
３ 誰もが安心して暮らせる環境の整備
（１）支援を必要とする方への支援の充実
（２）介護・福祉の社会的支援の充実
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第４章

施策の展開

基本目標１

人権の尊重と男女共同参画の意識づくり

施策の方向

１

男女共同参画意識の醸成と慣行の見直し

私たち一人ひとりの人権が等しく尊重され、男性と女性が対等なパートナーとして、その個
性と能力を発揮して生き生きと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現に向け、市民一人
ひとりが目の前にどのような現実があるのかを知り、どのような方向に進んで行けば良いのか
を考えていく機会を提供していきます。
また、国際化については、外国人との交流を進め、相互理解を図るとともに、外国人が地域
社会から孤立せず、共に安心して暮らしやすいまちづくりを進めるため、国際的視野に立った
男女共同参画を推進します。
■目標指標
項

2016年度
（平成28年度）
（現状値）

目

2022年度
（目標値）

「男は仕事、女は家庭」という性的役割分担意
識を肯定する人の割合※

4.2%

2.5%

男女共同参画出前講座＊参加者数（累計）

92人

500人

※は市が実施する「男女共同参画に関する市民意識調査」による

取組施策 （１）男女平等意識の高揚と社会制度・慣行の見直し
「男は仕事、女は家庭」といった男性と女性の役割を区別する「性別による役割分担意識」
は、私たちの意識の中で慣習化・固定化され、一朝一夕で変えられるものではありません。
市民意識調査では、「男は仕事、女は家庭にいるのがよい」と「男女とも仕事を持ち、家庭
のことは女が責任を持つのがよい」との回答が男性に多く、依然として男女間に意識の違いが
見られました。
こういった固定的性別役割分担意識＊を背景とした社会制度・慣行には、個人の生き方の制
約につながっているものもあり、多様な生き方の選択が可能な男女共同参画社会の実現に向け、
見直しを行っていくことが必要です。
このようなことから、固定的性別役割分担意識＊・社会通念・慣習を払しょくするため、さまざまな機
会を捉えて、男女共同参画の必要性を認識してもらうよう、継続して意識啓発に取り組んでいきます。
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事業

基本目標１

人権の尊重と男女共同参画の意識づくり

事業の内容

担当課

1－1

人権問題、女性問 ①人権教育・啓発推進事業の実施
人権・男女共同参画課
題の学習の機会の ②公民館・集会所等における人権問題学
生涯学習課
提供
習会の開催と講師派遣の支援

1－2

①広報紙やホームページ等による啓発
人権問題、女性問 ②人権週間における市民啓発活動の実
題に関する広報・
施・街頭啓発等
人権・男女共同参画課
啓発活動の充実
③広報紙やホームページ等による各種ハ
ラスメント防止のための啓発

1－3

「男女共同参画の ①男女共同参画に関する標語等の表彰式
人権・男女共同参画課
つどい」の開催
と講演会の開催

1－4

男女共同参画に関 ①広報紙やホームページ等による情報提供
する情報の提供、 ②男女共同参画週間におけるパネル展示、 人権・男女共同参画課
啓発活動の実施
街頭啓発の実施

1－5

地域、学校での出 ①市職員及び男女共同参画推進団体等に
前講座＊の開催
よる出前講座＊の実施

人権・男女共同参画課

①メディア・リテラシー＊講座等の開催

人権・男女共同参画課

メディア・リテラ ②小・中学生等を対象に、インターネッ
トトラブルの防止やスマホ、ＳＮＳ＊
シー＊の育成
の使用法など、ソーシャルメディアに
関する出前講座＊等を実施

市民生活課
生涯学習課

1－7

①有害情報から青少年を守るための広報
啓発活動の実施
有害環境浄化活動
②栃木県青少年健全育成条例に基づく立
の推進
入り調査の実施
③違反広告物除去活動の実施

生涯学習課

1－8

男女共同参画推進 ①ホームページや各種講演会などによる
条例・男女共同参
「栃木市男女共同参画推進条例」の普
人権・男女共同参画課
画基本計画の普及
及啓発及び「とちぎ市男女共同参画プ
啓発
ラン」の配布と周知

1－6
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取組施策 （２）国際的な動向についての情報収集・提供と国際理解の推進
本市では、友好都市との交流や国際交流のイベントを実施するなど、国際理解を進めています。
今後も国際交流活動の促進により、国際理解を深め、国際的視野に立った男女共同参画の意
識啓発を進めます。
また、情報提供などによる在住外国人への支援に努めるとともに、国際交流活動を行う団体
を支援します。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

1－9

男女共同参画に関
①男女共同参画関連法案等のホームペー
する国際的な動向
ジや広報等による情報提供と普及啓発 人権・男女共同参画課
についての情報収
の推進
集・提供

1－10

国際ボランティア ①国際ボランティアの情報収集と市民へ 総合政策課
活動の支援
の情報提供等
生涯学習課

1－11

①英語教育推進のための外国語指導助手＊
の小・中学校への配置と小・中学校の
外国語指導助手
連携を図ったコミュニケーション能力
（ALT）＊の小・中
学校教育課
の育成
学校への派遣
②小学校外国語活動及び中学校英語科の
学習を通しての国際理解教育の推進

1－12

国際交流の推進

①友好姉妹都市との交流の推進
②外国人住民と日本人住民の交流イベン 総合政策課
トの実施

1－13

①外国語ができる相談員による外国籍市
民生活相談窓口の充実
外国人住民への生
②外国語による市民生活等の情報提供の 総合政策課
活支援の充実
充実
③日本語教室の開催

- 35 -

第４章

施策の方向

施策の展開

２

基本目標１

人権の尊重と男女共同参画の意識づくり

男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

家庭、教育現場や地域社会は、次の世代を担う児童・生徒の知識や意識の形成に大きな役割
を果たします。男女共同参画社会の実現に向けて、私たちを取り巻くあらゆる教育の場におい
て現状を認識し、男女共同参画の視点に立った学習機会の提供・充実を図ります。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

学校教育の場で「平等になっている」と思う人の
割合※

50.5%

60.0%

家庭教育オピニオンリーダー＊会員等数

74人

80人

項

目

※は市が実施する「男女共同参画に関する市民意識調査」による

取組施策 （１）家庭・地域における男女共同参画に関する学習の推進
男女共同参画社会実現のためには、市民一人ひとりが男女共同参画の意義を正しく理解し、
実践していくことが重要です。
そのために、家庭、地域において、固定的な性別役割分担意識の見直しを進めるため、家庭教育
や生涯学習等の機会を通じ、男女共同参画の視点に立った情報提供や学習機会の充実を図ります。
事業Ｎo.

1－14

事業

地域での自主的な
学習会等の支援

事業の内容

担当課

①社会活動を行っているグループへの支援

人権・男女共同参画課
生涯学習課
公民館課

②生涯学習相談体制の整備

生涯学習課

1－15

女性学級の充実

①一般教養や技術習得など心豊かな人間
性を培う活動の実施、仲間づくりの推 公民館課
進

1－16

高齢者学級の充実

①一般教養や技術習得など心豊かな生活
公民館課
や生きがいに関する学習活動の実施

1－17

家庭教育に関する
講座の充実

①家庭教育の意識の高揚を図るため親と
して必要な知識、技術、態度などの学 生涯学習課
習の場を提供
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第４章

事業Ｎo.

1－18

事業

施策の展開 基本目標１

人権の尊重と男女共同参画の意識づくり

事業の内容

担当課

①地域の子育てを支援するために、県教育委員
会主催の家庭教育オピニオンリーダー＊研修 生涯学習課
家庭教育関係リー
会等に受講者を推薦
ダーの育成
②修了生による「オピニオンリーダー会」等の 生涯学習課
活動を支援
公民館課
①母子・父子自立支援員兼婦人相談員の資質の
子育て支援課
向上

1－19

家庭教育に関する
相談体制の充実
②非行や不登校等、青少年問題相談の実施
③青少年相談員の資質の向上

生涯学習課

取組施策 （２）学校等における男女平等教育の推進
一人ひとりの個性や能力を伸ばし、可能性を広げるための教育、及び男女共同参画や人権尊
重の理念を身につけ、行動できるようにするための人権教育を推進します。
学校教育の現場においては、男女の地位が最も平等であるとの市民意識調査結果が得られま
したが、今後も男女平等教育を人権教育の中に位置づけ、児童・生徒が男女共同参画社会の担
い手としての能力や資質を身につけることができるように、教育内容をさらに工夫します。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

①学校教育全体を通じて、人権の尊重、男女の平
等、相互理解・協力等、人権意識を高める人権
学校教育課
学習の充実
②教職員の資質の向上を図るための研修の推進

1－20

人権教育の充実

1－21

保育園等の職員研 ①保育園等の職員研修で男女平等問題について
保育課
修の充実
取り上げ、一貫性を持った男女平等教育を推進

1－22

男女平等の観点で ①学校教育全体を通じて、子どもの発達段階に応
のキャリア教育の
じた一人一人の社会的・職業的自立に向けたキ 学校教育課
充実
ャリア教育の推進

1－23

男女の自立を促す ①中学校の技術・家庭科の学習において、男女が
技術・家庭科教育
相互に協力し、家族の一員としての役割を果た 学校教育課
の推進
す重要性を学ぶ技術・家庭科教育の推進

- 37 -

第４章

施策の展開

基本目標２

施策の方向

１

基本目標２

あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
（ワーク・ライフ・バランスの推進）
地域・社会における男女共同参画の促進

多様な価値観を行政や政策に反映していくため、女性が社会参画をする意義についての啓発
を行うとともに、審議会等の政策立案・方針決定の場への女性の登用を促進します。
また、地域・社会活動への参画に向けた人材の育成・発掘・活用の支援を推進します。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

各種審議会等委員に占める女性の割合

31.6%

35.0%

自治会長に占める女性の割合

3.0%

4.0%

項

目

取組施策 （１）政策や方針決定過程などへの女性の参画の促進
市民意識調査では、方針決定の場に、女性の参画が増えていくために必要なことについて、
男女別でみると、男性は「役職などは男性がやるものという意識をなくすこと」、「女性自身
が、積極的に参画意識・意欲を持つこと」の回答が多く、女性では、「女性自身が、積極的に
参画意識・意欲を持つこと」が最も多くなっています。
これまで政策立案や方針決定への参画機会が少なかった女性が、社会のあらゆる場に進出す
るため、女性の参画を妨げる個人の意識や社会の仕組みを少しずつでも変え、能力を十分に発
揮できる環境を作っていくことが必要です。
日常生活に深い関わりを持つ市の施策や方針決定の場において、男女がともに参画すること
は、男女共同参画社会を実現する基盤となります。そのため、女性の立場からの意見や価値観
が反映されるよう、各種審議会・委員会への女性の参画を積極的に働きかけるとともに、女性
自身が意欲と能力を高められるよう、女性のエンパワーメント＊を促進します。
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第４章

事業Ｎo.

施策の展開

事業

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

事業の内容

担当課

2－1

各種審議会等への
①女性の登用状況調査を実施し、女性登
女性委員の登用の
人権・男女共同参画課
用の推進に向けて働きかけを実施
促進

2－2

小・中学校管理職
への女性教員の登 ①校長・教頭の選考試験受験勧奨の実施
用の促進

2－3

自治会等の地域活 ①自治会、PTA、育成会等の地域活動団体
動団体役員への女
役員への女性登用の促進のための広 人権・男女共同参画課
性登用の促進
報・啓発

2－4

①「とちぎ市男女共生大学」を開設し、
男女共同参画社会の実現に向けて行動
人材育成事業の推
する人材を育成
人権・男女共同参画課
進
②男女共同参画に関する研修会参加者や
男女共同参画を推進する各種グルー
プ、団体の活動支援と情報提供

2－5

地域活動における
リーダーの育成

学校教育課

①学習機会の情報提供や国や県・関係機 人権・男女共同参画課
関実施の研修会・会議への参加支援
生涯学習課
②地域リーダー（男女共同参画地域推進
人権・男女共同参画課
員＊等）の育成
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第４章

施策の展開

基本目標２

あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

取組施策 （２）地域における男女共同参画の促進
市民一人ひとりが、個性と能力を発揮し、生きがいを感じながらさまざまな地域・社会活動
に参画するためには、地域に残っている固定的な性別役割分担意識に基づく慣習・慣行を見直
すことが必要です。
市では、市民に対し、地域活動やボランティア活動の情報提供を行うほか、方針決定の場へ
女性の参画を促進するために、活動団体を支援し連携を深め、誰もが個性と能力を発揮できる
環境づくりを進めます。また、男女共同参画の視点に配慮した防災対策を進めます。

事業Ｎo.

2－6

事業

事業の内容

担当課

①幅広い年齢層の男女の意見が反映さ
れるよう、テーマ別広聴やまちづくり シティプロモーション課
市民活動等への男
懇談会への参加の働きかけの実施
女の参加を促進す
②市民活動に関心を高め参加を促進す
るための啓発
るため、とちぎ市民活動推進センター 地域づくり推進課
「くらら」＊による講座の開催
①社会福祉協議会が実施するボランテ
福祉総務課
ィア活動事業への支援

2－7

2－8

各種ボランティア
の養成・研修・支 ②とちぎ市民活動推進センター「くら
援
ら」＊により市民活動団体のエンパワ
地域づくり推進課
ーメント ＊ を高めるための講座を開
催

生涯学習施設等の
活用促進

①コミュニティ施設や各公民館等公共 生涯学習課
施設の利用の促進
公民館課
②生涯学習の一助として広く情報収集
生涯学習課
の場となるような図書館資料の充実
①市民活動を推進するための相談や情
報の収集と提供、団体の交流促進、講 地域づくり推進課
座の開催

2－9

市民活動推進セン
ターの充実

2－10

①男女共同参画を推進する活動グルー
人権・男女共同参画課
プや団体の支援と連携
男女共同参画に関
する活動団体への
②市民が地域の社会づくりに参画、自主
支援と連携
的に活動できるような社会教育関係 生涯学習課
団体の支援と連携
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第４章

事業Ｎo.

施策の展開

事業

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

事業の内容

担当課

2－11

ボランティア活動
の推進

①女性団体や行政、事業者が協働し、環 人権・男女共同参画課
境保全、消費生活意識向上等の啓発活 環境課
動を実施
市民生活課

2－12

男女共同参画地域
推進員 ＊ への支援
と連携

①男女共同参画地域推進員 ＊ との連携に
よる各種啓発事業への協力（出前講座＊
人権・男女共同参画課
「ミニ市民のつどい」等）
②広報等による地域推進員の周知と募集
①男女共同参画の視点からの防災講座の 人権・男女共同参画課
開催
危機管理課

2－13

防災における男女
共同参画の推進

②女性や子育て、高齢者のニーズに配慮
した「市地域防災計画」の策定や防災
危機管理課
対策の推進
③自主防災組織（自治会等）設立の支援
④各種団体の運営支援（婦人防火クラブ等） 予防課
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第４章

施策の方向

施策の展開

２

基本目標２

あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

働く場における男女共同参画と仕事と生活の調和の促進
【栃木市職業生活における女性活躍推進計画】

女性の社会進出が進み、勤労者世帯の過半数が共働き世帯となる一方で、働き方や子育て支
援などの社会的基盤は、こうした変化に十分に対応出来ていない状況にあります。
男女を問わず、それぞれの価値観やライフスタイルに応じて多様で柔軟な働き方を選択する
ことができ、かつ、それぞれの働き方に応じた適正な処遇・労働条件が確保され、安心して生
活ができるような支援が必要です。ワーク・ライフ・バランス＊が、人生を豊かに生きるため
に大切であることを啓発するとともに、男性の育児・介護休業の取得の促進を事業主や企業な
どへ働きかけるなど、女性が個性と能力を発揮し、活躍できる環境づくりを進めます。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

合同就職面接会・説明会の女性参加率

49.0%

55.0%

「とちぎ女性活躍応援団＊」登録事業所・団体数

17件

70件

女性の認定農業者＊数

28人

34人

農業家族経営協定＊の締結数

379戸

391戸

項

目

取組施策 （１）男女共に働きやすい環境の整備
今後、働く場における男女平等な機会及び待遇を実質的に確保するため、引き続き「男女雇
用機会均等法＊」などの関係法制度の周知や、労働環境・条件に関する情報提供を行うととも
に、仕事と家庭を両立することができるよう、育児・介護休業制度などの普及啓発を行います。
また、セクシャル・ハラスメント＊などあらゆるハラスメントのない職場の実現に向けて、
地域や企業・事業者に意識啓発を行います。
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第４章

事業Ｎo.

事業

施策の展開

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

事業の内容

担当課

2－14

①男女雇用機会均等法 ＊ の周知を図ると
ともに、男女格差の解消や女性が働き
働く場における男
やすい職場環境の整備についての周
女共同参画に関す
知、啓発の実施
商工振興課
る啓発の推進
②栃木市就業安定対策協議会による職場
啓発活動のための資料提供、各種研修
会等の開催及び情報提供

2－15

男女共同参画に積 ①仕事と家庭の両立支援のための職場環
子育て支援課
極的に取り組む事
境づくりに積極的に取り組む事業所等
商工振興課
業所等の取組促進
の紹介及び取組の促進

2－16

①「短時間労働者の雇用管理改善等に関
する法律（パートタイム労働法）」など
関連法の情報提供
働く場における労
②労働者の福利厚生制度等の充実
働環境向上のため
商工振興課
③事業所に対し、労働条件向上に向けた
の啓発
助成制度の周知、非正規雇用から正社
員への転換あるいは正社員としての求
人募集の啓発

2－17

①男女ともに働きやすい環境を推進する
ため、ハラスメント防止対策について
商工振興課
働く場におけるハ
の周知・啓発の実施
ラスメント防止対 ②相談体制の充実
策の推進
③特定職業従事者 ＊ に対するハラスメン 職員課
ト防止のための啓発
人権・男女共同参画課

2－18

職業能力向上のた ①高等産業技術学校への運営支援及び労
商工振興課
めの支援
働者等への情報提供

2－19

①「ワーク・ライフ・バランス＊」研修会
の開催や「仕事と家庭の両立セミナー」
仕事と家庭の両立
等の講演会の情報提供
（ ワ ー ク ・ ラ イ ②男女が働きやすく、育児、介護、地域
商工振興課
フ・バランス ＊ ）
活動に参加するための制度等の情報提
のための支援
供や先進事例等の紹介
③介護離職防止のための事業所への中小
企業介護相談員＊の派遣
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第４章

事業Ｎo.

施策の展開

基本目標２

事業

あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

事業の内容

担当課

①空き店舗活用支援やビジネスプランコ
商工振興課
ンテスト＊等による支援

2－20

起業のための支援

2－21

①窓口における求人情報の提供
②労働局や県等が主催する合同企業面接
会の周知
就業・再就職に関
③公共職業安定所等との連携による合同 商工振興課
する支援
面接会・説明会の開催や就職・再就職
相談の実施
④求職者のための巡回相談会等の開催

2－22

長時間労働の是
正、休暇取得促進
の啓発

2－23

①関係機関と連携して「労働時間適正化」
キャンペーン等の労働時間短縮につい
商工振興課
ての啓発や、先進事例の紹介等の実施
②有給休暇の取得促進のための啓発

①仕事と家庭を両立することができるよ
う、育児・介護休業制度の普及促進の
商工振興課
育児、介護休業制
ための周知や先進事例等の紹介等の実
度等の普及・啓発
施
②「次世代育成支援対策推進法＊」の周知 保育課

2－24

多様な働き方を可 ①多様な就職条件の整備を推進するため
能とする就業条件
事業主を対象とする労働教育講座等に 商工振興課
整備等の啓発
ついての情報提供
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第４章

施策の展開

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

取組施策 （２）働く場における女性の活躍推進の支援
平成 27 年に「女性活躍推進法＊」が成立し、国や地方公共団体、民間事業主へ女性の採用、登
用、能力開発などを配慮した事業主行動計画の策定が義務付けられました。
育児や介護などを理由に働いていない女性や責任ある地位での活躍やステップアップを希望す
る女性などの登用を促進し、自らの意志によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個
性と能力が十分発揮できるよう、就業相談体制の充実や仕事と家庭の両立支援、職業教育の充実
を図ります。
事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

2－25

働く女性を応援する ①勤労者福祉施設等における就職や再就職に役立つ
商工振興課
各種講座等の開催
講座、家庭生活との両立支援のための講座の開催

2－26

①窓口における求人情報の提供
女性の就業・再就 ②ビジネスプランコンテスト ＊ 開催による女性
創業者支援
職、起業に関する
商工振興課
③女性の就労機会を広く提供するため、労働関係
支援
機関等と連携した再雇用支援のための情報提供

2－27

女性の職業能力向
上のための研修会 ①企業経営や企業研修会、セミナー等の情報提供 商工振興課
等への参加促進

2－28

①「女性活躍推進法＊」で努力義務とされている
女性活躍推進に積
一般事業主行動計画 ＊ を策定する中小企業に
対し、情報提供、助言等の支援を行う。
極的に取り組む事
商工振興課
②女性活躍推進に取り組む認定・表彰事業所の好
業所の支援
事例の紹介

2－29

①積極的改善措置＊（ポジティブ・アクション）
に関する情報提供
働く場における男
②女性従業員のキャリアアップに取り組む事業 商工振興課
女格差解消の促進
所を紹介する「仕事と家庭の両立応援宣言」募
集の周知、紹介

2－30

①家族農業経営に携わる各世帯員が、経営方針や
役割分担など、家族みんなが働きやすい就業環
農業経営における
境について家族間で話し合い、仕事と生活のバ
農業委員会
男女共同参画意識
ランスをはかる“家族経営協定＊”の締結推進
農業振興課
の啓発
②県と連携し、女性が積極的に経営に参画し活躍
できるよう、認定農業者＊の認定に関して、共
同申請の働きかけ

2－31

女性農業者の育成 ①農村女性組織間の連携強化及び女性の若手農
業者を発掘するため、女性団体の活動支援
と女性農業団体活
農業振興課
②農業関連女性起業家グループの育成支援
動の活動支援
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第４章

施策の方向

施策の展開

３

基本目標２

あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

家庭における男女共同参画の促進

本市では、各種福祉分野の計画に基づき、さまざまな社会的サービスの充実を図っており、
今後も男女共同参画の視点から、男女のどちらか一方だけに家事・育児などの負担が偏らない
ような支援を行っていく必要があります。
男女ともに家庭における育児や介護などの負担を軽減し、ワーク・ライフ・バランス＊を促
進できるよう子育て、介護サービスなどの社会的支援の環境の整備、充実に努めます。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

ファミリー・サポート・センター＊利用件数

2,514件

2,900件

学童保育＊利用者数

1,946人

2,100人

項

目

取組施策 （1）男性の家庭生活への参画の促進
家庭での固定的な性別役割分担意識を解消し、男性が家事・育児・介護等に主体的に参画で
きるようにするための、意識啓発を行うとともに、技術を習得するための学習機会の提供を図
ります。

事業Ｎo.

2－32

事業

事業の内容

担当課

人権・男女共同参画課
男 性 の 家 事 ・ 育 ①男性も(女性も）家事、育児、介護に参 子育て支援課
児・介護等への参
加できるような各種学級、講座、セミ 地域包括ケア推進課
画の促進
ナーの開催
健康増進課
公民館課
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施策の展開

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

取組施策 （２）子育て支援の充実
本市では、「栃木市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、各種保育サービス、学童保育＊
事業等の支援事業を実施し、保護者の状況に応じた子育て支援を推進します。
また、地域子育て支援センターや児童館等の充実を図るとともに、地域の子育てネットワー
クづくりの推進を進めます。
事業Ｎo.

2－33

事業

事業の内容

子育てに関するネ ①地域活動育成事業の推進
ットワークづくり
②保護者等の意見交換の場の提供
の促進

担当課
子育て支援課
生涯学習課

2－34

地域子育て支援セ
①地域の子育て家庭に対する育児支援の実施
ンターの充実

2－35

ファミリー・サポ ①育児の援助を受けたい人と行いたい人が会
ート・センター ＊
員となって相互に助け合うファミリー・サ 子育て支援課
の活用推進
ポート・センター＊事業の実施

2－36

各種保育サービス
の充実

①多様化する保育ニーズに応えるため、民間
保育園等と連携し乳幼児保育、延長保育、
休日保育、一時預かり保育、特別支援保育、 保育課
病児・病後児保育を実施
①家庭児童相談の実施（対象は 18 歳まで）
②子育て相談の実施（対象は就学前の児童）

2－37

2－39
2－40
2－41
2－42

2－43

子育て支援課

③保健師、栄養士、助産師、歯科衛生士、保
育士、心理職による子育て相談の実施
健康増進課
子育てに関する相
④母子保健推進員による相談活動
談の充実
⑤女性のこころの相談、母子・父子自立支援 子育て支援課
員兼婦人相談員による相談の実施
健康増進課
⑥心・育ちの相談室の実施

2－38

子育て支援課

子育て家族の外出
支援
児童館、児童セン
ターの充実
学童保育 ＊ 事業の
推進
こども医療費の助
成
子ども会育成会活
動の充実

子育て支援課

①「赤ちゃんの駅＊」の登録事業の推進と市民
子育て支援課
への周知
①地域の子どもが誰でも気軽に楽しく遊べる
子育て支援課
場の提供と、各種事業の実施
①児童の健全育成を図るため、昼間保護者のいな
子育て支援課
い家庭の小学生を対象にした学童保育＊の推進
①子どもの医療費のうち保険診療の自己負担
保険医療課
分を助成
①子どもの健やかな成長が図られるよう各地 生涯学習課
区子ども会育成会活動の支援
公民館課

子育て支援を行う ①子育て支援を行うＮＰＯ法人 ＊ 等の活動団 子育て支援課
体の支援
地域づくり推進課
ＮＰＯ法人 ＊ 等の
②子育てに関する自主的な交流活動の支援
子育て支援課
活動団体の支援
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第４章

施策の展開

基本目標３
施策の方向

基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

安心して暮らすことができる社会づくり

１

男女の生涯にわたる健康の支援

男女共同参画社会の実現には、男女がお互いの身体的特性を理解し合い、相手を尊重することが
大切です。そのために、男女が生涯にわたり健康で自立した生活をするための健康に関する学習機
会や情報を提供するとともに、健康増進のための事業を実施し、市民の健康づくりを促進します。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

子宮がん検診受診率

18.8%

50.0%

乳がん検診受診率

21.8%

50.0%

項

目

取組施策 （１）生と性を尊重する意識の醸成
性と生殖に関する健康と権利＊（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）や性の多様性への理
解について、啓発活動や講座の開催を進めるとともに、人権尊重の観点からの性教育などの充
実を図ります。
事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

3-1

性（生）教育に関 ①小・中学生の性（生）に関する授業協力・
健康増進課
する啓発
研修会の開催

3-2

①小・中学校の学級活動や授業における県教
育委員会作成「性教育及び薬物乱用防止教
育指導プログラム集」の活用
学校教育課
性教育に関する指
＊
②ＬＧＢＴ 等、性に対する正しい理解を深め
導
る指導の充実
学校教育課
③外部講師を招いての性教育講演会等の開催
保健給食課

3-3

3-4

3-5

教諭、養護教諭に ①教育相談の実施
よるカウンセリン ②保健室での個別カウンセリングの実施
グの充実
③相談ポストの設置
小・中学校におけ
①児童生徒・教職員及び保護者への正しい知
るエイズ ＊ 教育の
識を得るための啓発活動の実施
推進
エイズに関する知 ①エイズ予防に関する広報
識の啓発
②エイズに対する偏見や差別の防止
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学校教育課
保健給食課
学校教育課
学校教育課
保健給食課
健康増進課

第４章

施策の展開 基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

取組施策 （２）生涯を通じた男女の健康づくりの支援
市民一人ひとりが若い年代から健康に関心をもち、ライフステージに応じた健康診査やがん
検診を受け、心身の健康を保持・増進し生き生きと暮らしていけるよう、健康づくりに取り組
む必要があります。そのために、健康に関する学習機会や情報提供に努めるとともに、市民が
利用しやすい健康増進事業を実施し、健康づくりを推進します。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

3-6

不妊治療費の助成

①不妊治療を受けている夫婦に保険適用
保険医療課
外治療費の一部を助成

3-7

各種健診等の充実

①乳幼児健診の充実
②がん検診の実施

3-8

健康に関する相談 ①健康相談及び栄養相談の実施
の充実
②病態別栄養指導の実施
①生活習慣病予防対策事業の実施

3-9

健康増進課

健康増進課
保険医療課
健康増進課

生涯にわたる健康
づくりの支援
②こころの健康づくりのため相談や普及
健康増進課
啓発の実施

3-10

①妊産婦健康診査の実施
健康増進課
妊産婦の健康管理
②妊産婦の医療費のうち保険診療の自己
の充実
保険医療課
負担分を助成

3-11

①夫婦がともに妊娠・出産・育児の知識
両親（母親）教室
を得、情報交換をすることで夫婦の役
健康増進課
の開催
割を認識し楽しく育児ができるよう両
親（母親）教室の開催
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第４章

事業Ｎo.

施策の展開

事業

基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

事業の内容

担当課

3-12

①思いやり駐車スペースつぎつぎ事業＊の妊産
母性保護に関する
婦への周知
健康増進課
啓発活動の充実
②働きながら子どもを育てる母親へ育児休業
等に関するパンフレットを配布

3-13

食生活改善に関す ①食生活改善推進員による食育活動の実施
る講座等の充実
②食生活改善のための講座の開催と情報提供

3-14

①市民の健康増進のための健康まつり等の開催
市民の健康増進の
②健康づくりの意識啓発、各種相談・指導の実 健康増進課
イベントの実施
施

3-15

女性特有の疾病に
①乳がん・子宮がん検診の実施と受診勧奨
対する予防対策の
②骨粗しょう症検診の実施
推進

3-16

①小・中学生の健全育成と体力向上を目指した
少年スポーツの振興
②中高年の健康で活力に満ちた生活支援のた
生涯スポーツの振
めの中高年スポーツの振興
スポーツ振興課
興
③スポーツ推進委員の資質向上を目指した研
修会の開催
④ニュースポーツの指導、普及に必要な知識や
技術取得のための研修会の開催

- 50 -

健康増進課

健康増進課

第４章

施策の方向

２

施策の展開 基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護
【栃木市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】

人間として生まれながらに持っている権利を守っていけるように、人権侵害や暴力の発生を
防ぐための啓発活動を推進します。同時に、被害者が自信と尊厳を取り戻せるように、被害者
への救済や自立に向けた支援を強化します。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

平手で打つことを暴力として認識する人の割合※

74.4%

100.0%

大声で怒鳴ることを暴力として認識する人の割合※

57.2%

100.0%

自分が受けた暴力行為について、どこ（だれ）に
も相談しなかった人の割合※

40.3%

0%

項

目

※は市が実施する「男女共同参画に関する市民意識調査」による

取組施策 （１）配偶者等に対する暴力を許さない意識の啓発
配偶者等からの暴力（ＤＶ＊）の被害者は多くが女性であり、固定的な性別役割分担意識や
女性の経済的自立の困難さ等から女性が軽視され、家庭内の暴力を容認しがちな社会風潮がそ
の背景にあります。
そのため、「ＤＶ防止法＊」の周知を図り、暴力を許さないという社会的認識の醸成や、被
害者への理解を深めるための意識啓発を推進します。
また、暴力の発生を防ぐには、若い頃から、性別に関わらずお互いを尊重し、暴力で相手を
コントロールすることは許されないという意識を醸成することが重要なことから、若年者向け
に意識啓発を図ります。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

3-17

配偶者等からの暴 ①配偶者等からの暴力防止講演会等の開
力防止のための啓
催や広報紙・ホームページ等による情 人権・男女共同参画課
発活動の充実
報提供

3-18

児童虐待防止のた ①要保護児童対策地域協議会 ＊ を主体と
めの啓発活動の充
した児童虐待防止講演会等の開催や広 子育て支援課
実
報紙・ホームページ等による情報提供
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施策の展開

基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

取組施策 （２）相談支援体制の充実と安全の確保
市民意識調査で、「暴力を受けたことがある」と回答した人が相談した相手は、「友人や知
人」、「家族や親戚」が多くなっている一方で、40.3％の方は「どこ（だれ）にも相談しな
かった」と回答しています。
被害を相談しなかった理由では、「相談するほどのことではないと思った」、「相談しても
無駄だと思った」との回答が多く、相談をしていない被害者が潜在していることが考えられる
ため、被害者が被害を訴える場を拡充し、問題の解決に向けた的確な対応を取れるよう相談体
制の充実を図ります。
また、研修会などへの参加をとおして、担当職員の資質の向上を図ります。

事業Ｎo.

3-19

事業

事業の内容

担当課

総合政策課
市民生活課
①相談窓口について関係機関が連携し、
障がい福祉課
助言や引継ぎを行い、問題解決への支
地域包括ケア推進課
援を実施
ＤＶ ＊ 相談窓口の
健康増進課
充実
子育て支援課
②母子・父子自立支援員兼婦人相談員の
資質の向上のための研修会等への参加 子育て支援課
支援

3-20

相談窓口の周知の ①相談窓口について広報紙、ホームペー 人権・男女共同参画課
強化
ジ等に掲載
子育て支援課

3-21

①被害者等の緊急時における安全確保を
図るため、一時保護施設などへの保護
被害者等の安全確
②母子・父子自立支援員兼婦人相談員に 子育て支援課
保
よる婦人保護施設への同行・助言
③安全確保のために必要な情報提供
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施策の展開 基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

取組施策 （３）被害者の自立支援
ＤＶ＊被害者が加害者から逃れ、新たな生活を始めるにあたり、被害者の特殊な事情に配慮
し、生活を再建するための制度の活用や弾力的な運用に努めます。
また、被害者の心のケアや、同伴する子どもの安全と養育支援について、関係各課が連携を
図り、継続した相談及び情報提供を行います。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

3-22

①被害者の状況に応じた生活保護制度や
生活福祉課
自立に向けた就
児童扶養手当などの各種手当の情報提
子育て支援課
労・日常生活・各
供
種手続き等の情報
②関係法令や生活、子ども、就労につい
の提供
子育て支援課
ての相談の充実

3-23

学校教育課
子どもの就学等に ①小・中学校、幼稚園、保育園、認定こ
保育課
対する支援
ども園への就学等についての配慮
子育て支援課

3-24

住宅の確保

①市営住宅の優先入居措置

- 53 -

住宅課

第４章

施策の展開

基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

取組施策 （４）DV 対策の推進体制の強化
配偶者暴力相談支援センター＊を設置し、身近な相談窓口や被害者が生活を再建していくた
めの支援体制を整備するとともに、庁内の関係部署や県などとの連携を強化します。
また、市関係課はもとより、警察、学校、民生委員・児童委員、子育て世代包括支援センタ
ー、障がい児者相談支援センター、地域包括支援センター＊等、家庭や地域に密着した機関と
連携を図り、情報共有や被害情報の把握、相談支援体制の強化に努めます。

事業Ｎo.

3-25

3-26

事業

事業の内容

担当課

①身近な相談窓口の設置
配偶者暴力相談 ②基本情報の提供
支援センターの ③緊急時における安全の確保
設置
④地域生活における関係機関との連絡調整
⑤継続的な自立支援

子育て支援課

①民間支援団体との連携

子育て支援課

②警察、医療機関、配偶者暴力相談支援セン
ター、福祉事務所、児童相談所、民生委員・
児童委員、学校、幼稚園、保育園、認定こ
関係機関との連
ども園、子育て世代包括支援センター、障
携
がい児者相談支援センター、地域包括支援
センター＊等関係機関との連携

子育て支援課
福祉総務課
学校教育課
保育課
健康増進課
障がい福祉課
地域包括ケア推進課

③母子・父子自立支援員兼婦人相談員による
子育て支援課
一時保護施設への同行・助言
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施策の展開 基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

«配偶者暴力防止法の概要（チャート）＞

被

害

情報提供努力義務

保護命令の申立て

相
援
保

・被害者の配偶者からの身体
に対する暴力
・被害者の配偶者からの生命等
に対する脅迫
＊配偶者暴力相談支援セン
ター・警察への相談等が
ない場合、公証人面前
宣誓供述書を添付

者
談
助
護

民

（医師 等）
警

察

○ 暴力の防止
○ 被害者の保護
○ 被害発生防止のために
必要な措置・援助
連携

➀ 発見した者による通報
の努力義務
② 医師等は通報すること
ができる
（ 被害者の意思を尊重
するよう努める）

厚

地
地裁の請求に基づく書面提出等

方
判

配偶者暴力相談支援センター
○
○
○
○

裁
保護命令発令の通知

所
＊配偶者暴力相談支援センター
への通知は、センターへの
相談等があった場合のみ

相談又は相談機関の紹介
緊急時における安全の確保
一時保護（婦人相談所）
自立支援・保護命令利用・
シェルターの利用についての
情報提供・助言・関係機関
との連絡調整・その他の援助

被害者への接近禁止命令
子への接近禁止命令
親族等への接近禁止命令
電話等禁止命令
退去命令－（２か月）

－（６か月）

発 令

委託

連
携

福祉事務所

保護命令
○
○
○
○
○

市

○ 自立支援等
母子生活支援施設
への入所、保育所
への入所、生活
保護の対応、児童
扶養手当の認定
等

連
携

（
民生
間労
シ働
ェ
ル大
タ臣
ーが
・
母定
子め
生る
活基
支
援準
施を
設満

た

等す
）者

民間団体

相 手 方
申立人の配偶者・元配偶者（事実婚を含む）、生活
の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠
を共にする交際相手

保護命令違反に対する罰則
１ 年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金

国や地方公共団体は…
○ 主務大臣（内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣、厚生労働大臣）による基本方針の策定
○ 都道府県・市町村による基本計画の策定（市町村については努力義務）
資料：内閣府男女共同参画局 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＊の概要を参考に作成
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第４章

施策の方向

施策の展開

３

基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

誰もが安心して暮らせる環境の整備

誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、男女共同参画の視点から、ひとり親家庭や高
齢者、障がい者など、生活上の困難に置かれた方への支援の充実を図ります。
また、急速な高齢化の進行により、介護を必要とする高齢者が増加するとともに、介護が長
期化・重度化する傾向にあり、介護する家族の負担は大きいものとなっています。
今後も、介護が必要な高齢者の数は増加することが予測されており、介護の負担を要介護者
の家族、とりわけ女性に集中することなく社会全体で支えていく仕組みが必要となります。
■目標指標
項

目

2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

55

75

地域見守り事業協力事業者＊・団体数

取組施策 （１）支援を必要とする方への支援の充実
ひとり親家庭等で支援を必要とする方の生活の安定と質の向上を図るため、きめ細かなサー
ビスを提供していくとともに、就労支援や経済支援の充実に努めるほか、日常生活上困ったこ
と、悩みなどを抱えた時に気軽に相談できる体制づくりを進めていきます。
事業Ｎo.

3-27

3-28

3-29

3-30

事業

事業の内容

①母子・父子自立支援員兼婦人相談員による相談
窓口の設置
相談体制の充実
②母子・父子自立支援員兼婦人相談員の資質の向
上のための研修会等への参加支援
母子父子寡婦福祉資 ①県融資制度である母子父子寡婦福祉基金の適
金の貸付けの推進
切な活用の周知
①母子・父子自立支援員兼婦人相談員による就業
ひとり親家庭に対
支援サービスの活用
する就労の支援
②母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金の支給
③母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給
市営住宅への優先 ①配偶者のない者で、20 歳未満の子を扶養する
的な入居
ものに対する市営住宅優先入居の情報提供

担当課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

住宅課

3-31

ひとり親家庭医療 ①ひとり親家庭の医療費のうち保険診療の自己
保険医療課
費の助成
負担分の助成と制度周知

3-32

児童扶養手 当の交 ①ひとり親家庭に対する自立を支援するための
子育て支援課
付
手当の支給と制度周知

3-33

生活困窮者自立支 ①子どもに対する学習支援、就労や家計に関する
生活福祉課
援の充実
相談の実施
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施策の展開 基本目標３

安心して暮らすことができる社会づくり

取組施策 （２）介護・福祉の社会的支援の充実
本市では、「栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「栃木市障がい者福祉計画」
に基づき、さまざまなサービスの充実を図っています。
また、高齢者、障がい者が家庭や地域で安心して暮らすことができるよう、生活環境の向上
や自立支援に取り組むとともに介護をする側への支援を充実します。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

3-34

①地域ごとに自主的に組織された老人ク
ラブの活動支援
生きがいと健康づ ②高齢者や地域住民の交流の場である老
地域包括ケア推進課
くりの推進
人福祉センター及び健康福祉施設の充
実
③高齢者生きがいセンターの充実

3-35

就業機会の提供の ①高齢者の就業機会の紹介窓口であるシ
地域包括ケア推進課
推進
ルバー人材センターの運営支援

3-36

①健康増進と安否確認を図るための昼食
配食サービスの実施
②安否確認や相談のための高齢者ふれあ
い相談員による 70 歳以上のひとり暮ら
在宅ひとり暮らし
し高齢者等の家庭訪問の実施
高齢者等の生活支 ③急病や災害時等の緊急時に迅速かつ適 地域包括ケア推進課
援の充実
切な対応を図るための緊急通報装置の
設置
④地域で高齢者等を見守るため、高齢者等
の日常生活に密着した市内事業者と見
守りに関する協定を締結

3-37

①介護予防に関する知識の普及
②介護予防対象者の選定や介護プランの
策定、評価等の実施
介護予防・自立支
③在宅生活で自立した生活を送るための 地域包括ケア推進課
援事業の充実
生活支援サービスの実施
④高齢者の健康保持と介護予防の推進と
生きがいづくりの支援

3-38

住みなれた地域で
安心して生活を続
けるための介護・
福祉・健康・医療
などの支援

①総合相談窓口の設置
②高齢者の人権や財産を守る権利擁護事
業の実施
地域包括ケア推進課
③地域の関係機関との連携
④地域包括支援センター＊の機能強化
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事業Ｎo.

施策の展開

基本目標３

事業

安心して暮らすことができる社会づくり

事業の内容

担当課

3-39

①介護が必要な高齢者に、自宅で自立して本
人の意思を尊重した生活が送れるような
介護保険制度の充
居宅サービスの提供、自宅での介護が難し 地域包括ケア推進課
実
くなった場合の施設サービスの提供
②介護保険施設の適切な整備促進

3-40

ねたきり高齢者等 ①在宅で介護が必要な高齢者や家族に生
地域包括ケア推進課
への生活支援
活用具の助成や手当の支給

3-41

介護に関する相談
の充実

3-42

介護支援を行うＮ
①介護支援を行うＮＰＯ法人等の活動団
ＰＯ法人 ＊ 等の活
地域包括ケア推進課
体の支援や情報提供の実施
動団体への支援

3-43

①介護に関する自主的な交流活動団体の
介護に関する自主
支援や情報提供の実施
的な交流活動の推
地域包括ケア推進課
②ますます元気サポーター（介護予防ボラ
進
ンティア）の育成、活動支援

3-44

障がい者（児）支 ①「障害者総合支援法」に基づく障がい福
障がい福祉課
援事業の充実
祉サービスの提供

①各地域包括支援センター＊での総合相談
支援事業の実施
地域包括ケア推進課
②老人福祉センターでの介護相談の実施

①就労することが困難な在宅の障がい者
障がい福祉課
への、創作活動や生産活動の機会の提供
②社会的自立のための障がい施設等での
障がい福祉課
福祉サービス利用支援と就職支援のた
商工振興課
めの関係機関との連携
3-45

障がい者居宅生活
③障がい児者相談支援センターにおける
支援事業の充実
個別支援と、関係機関との連携による就 障がい福祉課
労支援の充実
④雇用主への補助制度の周知

商工振興課

⑤障がい者のための住宅の確保

住宅課

3-46

重度心身障がい者 ①心身に重度の障がいのある人の医療費
保険医療課
医療費の助成
のうち保険診療の自己負担分を助成

3-47

障がい者(児)に関
する相談の充実

①障がい者（児）を取り巻く環境の問題や
生活、育成上の問題等についての相談業 障がい福祉課
務の実施
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計画の推進

第５章

第５章

計画の推進

計画の推進

１ 総合的な推進体制の充実
本計画は、行政だけでなく市民や事業者等の理解と協力のもと、一体となって施策や事業の
推進に取り組んでいきます。
■目標指標
2016年度
（平成28年度）
（現状値）

2022年度
（目標値）

管理職に占める女性の割合※１

12.1％

15.0%

男性市職員の出産休暇の取得率※２

90.6%

100.0%

市職員の年次有給休暇の取得日数※３

11.5日

15日

項

目

※１～３は、
「栃木市職員女性活躍推進プラン(栃木市特定事業主行動計画＊)」目標値（2020 年度）による

（１）庁内推進体制の整備と充実
男女共同参画社会の実現に向けた施策は、各分野の広範囲にわたっています。これを着実に
推進するためには、全庁的に行政課題として取り組むことが必要となります。
このため、人権・男女共同参画課を事務局として、男女共同参画の推進に関わる施策を総合
的かつ計画的に実施します。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

4-1

①男女共同参画の施策を効果的に進める
ための庁内推進体制の整備
市の推進体制の整
②職員の男女共同参画についての理解を 人権・男女共同参画課
備と充実
深めるため、男女共同参画検討部会研
修会等の開催

4-2

①本計画の施策進捗状況の評価の実施
プランの適正な進 ②男女共同参画審議会への報告及び意見
人権・男女共同参画課
行管理
聴取の実施
③年次報告の作成、公表
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計画の推進

事業

事業Ｎo.

事業の内容

担当課

4-3

市職員への意識啓 ①市職員の意識啓発研修会の開催
発
②男女共同参画に関する情報の提供

4-4

管理、監督的立場 ①管理職への女性職員の登用
への女性登用の促 ②自己申告書等による希望調査に基づく 職員課
進
若手職員・女性職員の登用の促進

4-5

①栃木市職員子育て応援プランに掲げた
取組の推進及び実施状況の公表
（出産休暇及び育児休業の取得率、年
特定事業主行動計
次有給休暇の取得日数等）
職員課
＊
画 の推進
②栃木市職員女性活躍推進プランに掲げ
た取組の推進及び実施状況の公表
（女性管理職の割合、職員の女性割合、
採用試験の女性の受験率等）

人権・男女共同参画課

（２）市民、事業者及び教育関係者の意見の施策への反映
男女共同参画社会の実現のためには、市民、事業者等と行政の協働による計画の推進が基本
となります。
計画の推進にあたっては、「男女共同参画審議会」等と連携しながら計画を推進します。

事業Ｎo.

事業

事業の内容

担当課

4-6

男女共同参画審議 ①あらゆる分野からの委員選出による幅
人権・男女共同参画課
会の充実
広い意見の反映

4-7

男女共同参画に関
する意見申出制度 ①意見申出制度の周知と利用の促進
の充実

4-8

市民を対象とした
意識調査の実施

人権・男女共同参画課

①男女共同参画の現状と課題を把握し、
取り組むべき施策の基礎資料とするた 人権・男女共同参画課
めの意識調査の実施
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（３）国や県、他市町村、関係機関との連携
男女共同参画の推進は、本市のみならず、近隣市町村、県、国も主要な課題として取り組ん
でいます。また、法律や制度などは、国や県の施策に負うものも多くあります。
このため、国や県、近隣市町村や関係機関とのネットワークの強化に努め、広く男女共同参
画に関する情報収集を行い、講演会やセミナー、研修会、啓発事業を協力して行う体制づくり
に努めます。

事業Ｎo.

4-9

事業

事業の内容

国や県、他市町村、
①国や県、他市町村、関係機関との連携
関係機関との連携
②情報収集と市民への提供
の促進
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担当課

人権・男女共同参画課

第５章

計画の推進

２ とちぎ市男女共同参画プラン（第２期計画）の推進
本計画の着実な推進を図るため、「男女共同参画推進本部会議」、「男女共同参画推進本部
幹事会」、「男女共同参画推進本部検討部会」、「男女共同参画審議会」において進捗状況の
点検・評価を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進を図ります。
ＰＤＣＡサイクルとは、マネジメントサイクルのひとつで、計画（Ｐｌａｎ）を立て、それ
を実行（Ｄｏ）し、実行の結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）して、さらに計画の見直し（Ａｃｔｉｏ
ｎ）を行う一連の流れのことであり、本計画に位置づけた施策の進捗状況を管理し、計画の目
標達成に向けた実効性を確保します。

Ｄｏ（計画の実行）

Ｐｌａｎ（計画の策定）

市民、市民団体・事業者、行政等が

地域の課題解決の方向性を

協働し、地域全体で計画の推進に取り

見出し、計画策定します。

組みます。

Ａｃｔｉｏｎ（見直し・改善）

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）

評価結果を踏まえ、必要に応じて施

男女共同参画推進本部会議等におい

策や事業等の改善点を確認し、各施策

て、計画の達成状況、施策の進捗状況を

へ反映します。

評価します。
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資料編

資料編
１ 用語解説
あ行
赤ちゃんの駅 P47
赤ちゃんや小さなお子さんを連れて外出する保護者の方が気軽に立ち寄り、無料でおむつ替えや授乳を行
うことのできる場所のことです。栃木市では、子育て家族が安心して外出できる環境づくりをするため「赤
ちゃんの駅」登録事業を実施しています。利用できる場所には赤ちゃんの絵のステッカーが表示してあり、
外出中に授乳やおむつ替えの必要が生じたときは気軽に利用できます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法） P3
正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、労働者
が申出を行うことによって育児休業（子どもを養育するためにする休業）
・介護休業（要介護状態にある対象
家族を介護するためにする休業）を取得することを権利として認めている法律です。

イクボス宣言 P5
イクボスとは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両立）を考え、その
人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができ
る上司（経営者・管理職）のことを指し、その行動することを管理職職員が宣言するものです。

一般事業主行動計画 P45
企業全体で301人以上を雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の規定に基づき、
「出産・子育てに理解のある働きやすい職場」を創るために、職員が仕事と家庭を両立させ、職場において
その能力を十分に発揮出来るよう、職場を挙げて支援する環境の整備を進めることを目的として「一般事業
主行動計画」を策定しています。
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エイズ（後天性免疫不全症候群 ＡＩＤＳ） P48
エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に感染することで生体の免疫機能が破壊され、感染症等の様々
な病気を発症する状態です。ＨＩＶ感染による免疫力の低下はゆっくりと進行し、エイズの発症までには10
年以上かかるといわれています。近年、様々な治療薬が開発され、早期発見及び適切な服薬により、エイズ
発症を予防することが可能になってきています。

ＮＰＯ法人 P47、P58
行政及び企業とは別に社会活動をする非営利の民間組織です。1998年（平成15年）
、これに法人格を与え、
活動を支援するための特定非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）が設立されました。福祉、まちづくり、
男女共同参画、環境などの様々な分野で活動を行っています。

Ｍ字曲線 P9
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います。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す。なお、国際的にみる
と、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下はみられません。

ＬＧＢＴ P48
性的少数者を指す言葉であり、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛
者)、トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字をとった総称のことをいいます。

エンパワーメント P3、P38、P40
自らの意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的、および文化的に力を持ち、その力をあらゆる分野で
発揮し、行動していくことです。

思いやり駐車スペースつぎつぎ事業 P50
平成20年9月1日より、栃木県では、身体・知的・精神に障がいのある方や、高齢者、難病患者、妊産婦で、
歩行が困難な方など、本当に必要な方のために駐車優先スペースを確保する取組をスタートしました。該当
となる方には、思いやり駐車スペースを利用するための利用証を交付しています。
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か行
外国語指導助手（ＡＬＴ：Assistant Language Teacher） P35
小中高校などの英語の授業を充実させるため、日本人教師の補助をします。世界の英語圏から大学を卒業
した青年を日本に招致し、英語のみならず、外国語をとおしたコミュニケーション力の育成に重点をおいた
授業を展開しています。

学童保育 P17、P26、P46、P47
労働などの事情により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休業中、保護者に代
わって行う保育を指します。現在は「放課後児童クラブ」と呼ばれることが多いです。

家族経営協定 P26、P42、P45
家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもって取り組めるようにする
ためには、経営内において家族一人一人の役割と責任が明確となり、それぞれの意欲と能力が十分に発揮で
きる環境づくりが必要です。
「家族経営協定」は、これを実現するために、農業経営を担っている世帯員相互
間のルールを文書にして取り決めたものです。

家庭教育オピニオンリーダー P26、P36、P37
核家族化による家族形態の変化や、近隣との人間関係の希薄化が進行し、子育てに関して不安を感じている家
族が増えています。一方で、青少年が抱える悩みや問題も多岐にわたり、深刻化しています。そのような中で、
家庭教育について、自主的・主体的に学習や相談活動を行い、地域に根ざした支援・援助をしています。

固定的性別役割分担意識 P33
「男は仕事、女は家庭」という考え方に代表されるように、個人の個性や能力等によって役割の分担を決
めることが適切であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方
のことをいいます。
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さ行
ジェンダー

P3

「男らしさ」
「女らしさ」というような社会的・文化的に形成された男女の違いのこと。これに対し、生物
学的な性差をセックスといいます。

次世代育成支援対策推進法 P44
少子化対策の推進を目的として、次世代育成支援対策推進法（平成15年7月）
、同法に関連する児童福祉法
一部改正（平成15年7月）
、さらに少子化社会対策基本法(平成15年7月)が相次いで成立しました。この次世代
育成支援対策推進法の成立により、すべての自治体には、子育て支援のための施策を体系的に行うための行
動計画の策定が義務付けられました。2005年度（平成17年度）から10年間の時限立法でしたが、2025年3月31
日まで10年間延長されました。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） P1、P2、P4、P5、P45
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制
定されました。これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動
計画の策定などが新たに義務付けられることになりました。

性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ） P48
1994年（平成６年）にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、女性の人権の
重要な一つとして認識されています。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中心課題には、いつ何人子どもを
産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つこ
となどが含まれており、思春期や更年期における健康上の問題等が幅広く議論されています。

セクシャル・ハラスメント P42
性的な言動により他の者を不快にさせ、当該不快を受けた者の就業環境その他の生活環境を害すること又
は性的な言動を受けた者の対応によって当該性的な言動を受けた者に不利益を与えることをいいます。

積極的改善措置（ポジティブ・アクション） P45
男女間の参画機会の格差を改善するために、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、その機会を
積極的に提供することをいい、男女共同参画社会基本法に制定されています。
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ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） P34
友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコミュニティ型のサ
ービスのこと。

た行
男女共同参画社会基本法 P2、P3、P4、P5
男女が対等な立場にある社会の構成員として、あらゆる分野における活動に参画する機会が保障されることに
より、誰もが政治的、経済的、社会的及び文化的な利益（暮らしやすさ）を享受でき、かつ、ともに責任を担っ
ていく社会の形成を目指して制定された法律です。なお、
「参画」という言葉は、ただ参加する（その場にいる）
だけではなく、自分の意思で主体的かつ積極的に加わり、男女がともに考えて実行していくことをいいます。

男女雇用機会均等法 P3、P42、P43
正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、募集･採用から
定年・退職にわたる雇用管理全般において男女を均等に取り扱うことや、職場におけるセクシャル･ハラスメン
トの防止、妊娠及び出産後の女子労働者の健康確保などについて規定しています。

男性中心型労働慣行 P4
年功的な処遇、男性正社員を前提とした長時間労働、既婚女性の家計補助的な非正規雇用などを特徴とする
働き方をいいます。

地域見守り事業協力事業者 P56
日常業務や営業活動を行う中で、高齢者の何らかの異変や、気がかりな様子の高齢者等を発見し対応に困っ
た際に、市へ連絡しやすい体制をつくるため、協定を結んだ民間事業者です。

地域包括支援センター P54、P57、P58
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及
び福祉の増進を包括的に支援することを目的として介護予防・包括的支援事業に取り組みます。市内11か所に
「地域包括支援センター」を設置しています。
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中小企業介護相談員 P43
「仕事と介護の両立」を支援するために、関係団体と連携し、市内の中小企業等を対象に、豊富な実務経験
を有する介護に関する相談員（社会福祉士、介護福祉士、ケアマネージャー等）を「介護相談員」として派遣
しています。

出前講座 P26、P33、P34、P41
市の職員が各地に赴き、市の施策や制度、事業等について分かりやすく説明する制度。

特定職業従事者 P43
行政職員、教職員、警察職員、消防職員、医療・保健関係者、福祉関係者、マスメディア関係者の人権にか
かわりの深い特定の職業に従事する方を指します。

特定事業主行動計画 P59、P60
国や地方公共団体等を「特定事業主」と定め、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号) 第19条及び女性
活躍推進法（平成27年法律第64号）の規定に基づき、
「出産・子育てに理解のある働きやすい職場」を創るために、職
員が仕事と家庭を両立させ、職場においてその能力を十分に発揮出来るよう、職場を挙げて支援する環境の整備を進め
ることを目的として「特定事業主行動計画」を策定しています。

栃木県男女共同参画地域推進員 P26、P39、P41
栃木県内各地域で男女共同参画に関する普及啓発を図るために、栃木県男女共同参画地域推進員を委嘱して
います。

とちぎ市民活動推進センター「くらら」 P26、P40
市民による市民活動（社会貢献活動）を推進するための拠点となるものです。

とちぎ女性活躍応援団 P42
栃木県知事をトップに、官民協働によるオール栃木体制で働き方改革や女性活躍を推進するものです。応援
団では、趣旨に賛同する県内所在の企業又は団体等に会員として登録して、登録企業等の名称や女性活躍に関
する取組等を専用サイトに掲載したり、メルマガによる情報提供を行うこととしています。
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ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） P1、P11、P19、P28、P51、P52、P53
配偶者や交際相手等からの暴力のこと。暴力の被害者は多くの場合女性で、女性の人権を著しく侵害する
社会的問題となっています。身体的な暴力だけではなく、精神的、性的暴力なども含まれます。

な行
認定農業者 P26、P42、P45
農業経営基盤強化促進法に基づいて、自主的に農業経営改善計画を作成し、市町村から認定を受けた農業
者。地域農業の担い手として、農地利用・資金・税制面などの支援を受けることができます。

は行
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（ＤＶ防止法） P2、P3、P4、P5、P20、P51、P55
配偶者や交際相手等からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、暴力の防止及び被
害者の保護を図ることを目的とする法律です。平成14年に成立、平成25年には、生活の本拠を共にする交際
相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とさ
れました。

配偶者暴力相談支援センター P11、P54
配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶに関する相談、情報提供、被害者の一時保護・自立支援などを
行っています。

ビジネスプランコンテスト P44、P45
創業を目指す方や、創業後間もない方からビジネスプランを広く募集し、特に優秀なプランには、表彰の上、事
業化の支援を行っています。また、コンテストの一環として、プレゼンテーション能力の向上を図るセミナーや、
創業における不安や課題を解消する個別相談会等を開催し、創業希望者に寄り添った支援を行っています。

ファミリー・サポート・センター P26、P46、P47
地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児や介護について助け合う
会員組織です。この事業は働く人々の仕事と子育てまたは介護の両立を支援する目的から、労働省（当時）
が構想し、設立が始まりました。ファミリー・サポート・センターの設立運営は市区町村が行います。
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ま行
メディア・リテラシー P34
メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスして活用する能力、メディアを通じ、コミ
ュニケーションする能力の３つを構成要素とする複合的な能力のことをいいます。

や行
ＵＮ Ｗｏｍｅｎ P3
ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women）は、ジ
ェンダー平等と女性のエンパワーメントのために活動する国連機関です。女性と女児のためのグローバルな
支援者として、ＵＮ Ｗｏｍｅｎは、世界全域で女性と女児のニーズに応える仕事をさらに前進させるために
設立されました。

要保護児童対策地域協議会 P51
虐待を受けている子どもやさまざまな問題を抱えている要保護児童若しくは、要支援児童及びその保護者
又は特定妊婦の早期発見や適切な保護等を図るために、地域の関係機関が子ども等に関する情報等を共有し、
連携と協力により適切な支援を行うために設置した機関です。

ら行
労働力率 P9
15歳以上人口に占める労働力人口（就業者及び完全失業者の合計）の割合。

わ行
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） P1、P15、P25、P30、P42、P43、P46
一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに
おいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態のことを
いいます。
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２ 栃木市男女共同参画審議会委員名簿
平成３０年３月現在
№

区 分

1

氏 名

所 属

石井 大一朗

宇都宮大学

2

関田 恵三子

栃木県県南健康福祉センター

3

中野

康子

栃木市校長会

藤平

幸則

栃木市 PTA 連合会

光男

栃木市自治会連合会

備考
会長

学識経験者

教

育

4
5

自 治 会

山井

6

商 工 業

岸

7

農

業

鈴木

8

福

祉

山田 加代子

栃木市民生委員児童委員協議会連合会

9

労働団体

坂本

英彦

連合栃木下都賀地域協議会

10

女性団体

高瀬

佑子

栃木市女性団体連絡協議会

11

青年団体

松 崎

12

人

中田 美千子

栃木人権擁護委員協議会第一部会

小 暮

實

公募委員

柴崎

信子

公募委員

15

鈴木

京子

公募委員

16

照井

一富

公募委員

権

13
14
公

英 司
秀子

茜

栃木商工会議所
栃木市農村生活研究グループ協議会

副会長

栃木青年会議所

募

（敬称略）
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３ 男女共同参画関連法等

男女共同参画社会基本法
平成 11 年６月 23 日法律第 78 号
最終改正 平成 11 年 12 月22 日同第 160 号
前文
我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法
の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向けた
様々な取組が，国際社会における取組とも連動しつ
つ，着実に進められてきたが，なお一層の努力が必
要とされている。
一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化
等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい
く上で，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任
も分かち合い，性別にかかわりなく，その個性と能
力を十分に発揮することができる男女共同参画社会
の実現は，緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ，男女共同参画社会の
実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課
題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図
っていくことが重要である。
ここに，男女共同参画社会の形成についての基本
理念を明らかにしてその方向を示し，将来に向かっ
て国，地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の
形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた
め，この法律を制定する。
第１章 総則
（目的）
第１条 この法律は，男女の人権が尊重され，かつ，
社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社
会を実現することの緊要性にかんがみ，男女共同参
画社会の形成に関し，基本理念を定め，並びに国，
地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも
に，男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
基本となる事項を定めることにより，男女共同参画
社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目
的とする｡

（定義）
第２条 この法律において，次の各号に掲げる用語
の意義は，当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成男女が，社会の対等
な構成員として，自らの意思によって社会のあ
らゆる分野における活動に参画する機会が確
保され，もって男女が均等に政治的，経済的，
社会的及び文化的利益を享受することができ，
かつ，共に責任を担うべき社会を形成すること
をいう。
二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る
男女間の格差を改善するため必要な範囲内に
おいて，男女のいずれか一方に対し，当該機会
を積極的に提供することをいう。
（男女の人権の尊重）
第３条 男女共同参画社会の形成は，男女の個人と
しての尊厳が重んぜられること，男女が性別による
差別的取扱いを受けないこと，男女が個人として能
力を発揮する機会が確保されることその他の男女の
人権が尊重されることを旨として，行われなければ
ならない。
（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては，社
会における制度又は慣行が，性別による固定的な役
割分担等を反映して，男女の社会における活動の選
択に対して中立でない影響を及ぼすことにより，男
女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれ
があることにかんがみ，社会における制度又は慣行
が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影
響をできる限り中立なものとするように配慮されな
ければならない。
（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。
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（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６条 男女共同参画社会の形成は，家族を構成す
る男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養
育，家族の介護その他の家庭生活における活動につ
いて家族の一員としての役割を円滑に果たし，かつ，
当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない。
（国際的協調）
第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会
における取組と密接な関係を有していることにかん
がみ，男女共同参画社会の形成は，国際的協調の下
に行われなければならない。
（国の責務）
第８条 国は，第３条から前条までに定める男女共
同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本
理念」という。
）にのっとり，男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以
下同じ。
）を総合的に策定し，及び実施する責務を有
する。
（地方公共団体の責務）
第９条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，男女
共同参画社会の形成の促進に関し，国の施策に準じた
施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に
応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する。
（国民の責務）
第 10 条 国民は，職域，学校，地域，家庭その他の
社会のあらゆる分野において，基本理念にのっとり，
男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ
ればならない。
（法制上の措置等）
第 11 条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上
の措置その他の措置を講じなければならない。
（年次報告等）
第 12 条 政府は，毎年，国会に，男女共同参画社会
の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策についての報告を提出しな
ければならない。
２ 政府は，毎年，前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書
を作成し，これを国会に提出しなければならない。
第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基
本的施策
（男女共同参画基本計画）
第 13 条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，
男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計
画（以下「男女共同参画基本計画」という。
）を定め
なければならない。
２ 男女共同参画基本計画は，次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項
３ 内閣総理大臣は，男女共同参画会議の意見を聴
いて，男女共同参画基本計画の案を作成し，閣議の
決定を求めなければならない。
４ 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決定
があったときは，遅滞なく，男女共同参画基本計画
を公表しなければならない。
５ 前二項の規定は，男女共同参画基本計画の変更
について準用する。
（都道府県男女共同参画計画等）
第 14 条 都道府県は，男女共同参画基本計画を勘案
して，当該都道府県の区域における男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策についての基本的な計
画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。
）を
定めなければならない。
２ 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事項
について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的
に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか，都道府県の区域に
おける男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項
３ 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県
男女共同参画計画を勘案して，当該市町村の区域に
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おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参
画計画」という。
）を定めるように努めなければなら
ない。
４ 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同参画計
画又は市町村男女共同参画計画を定め，又は変更した
ときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。
（施策の策定等に当たっての配慮）
第 15 条 国及び地方公共団体は，男女共同参画社会
の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，
及び実施するに当たっては，男女共同参画社会の形
成に配慮しなければならない。
（国民の理解を深めるための措置）
第 16 条 国及び地方公共団体は，広報活動等を通じ
て，基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切
な措置を講じなければならない。
（苦情の処理等）
第17 条 国は，政府が実施する男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に
影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理
のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその
他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって
人権が侵害された場合における被害者の救済を図るた
めに必要な措置を講じなければならない。
（調査研究）
第 18 条 国は，社会における制度又は慣行が男女共
同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ
の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
の策定に必要な調査研究を推進するように努めるも
のとする。
（国際的協調のための措置）
第 19 条 国は，男女共同参画社会の形成を国際的協
調の下に促進するため，外国政府又は国際機関との
情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する
国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な
措置を講ずるように努めるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第 20 条 国は，地方公共団体が実施する男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を
支援するため，情報の提供その他の必要な措置を講
ずるように努めるものとする。
第３章 男女共同参画会議
（設置）
第 21 条 内閣府に，男女共同参画会議（以下「会議」
という。
）を置く。
（所掌事務）
第 22 条 会議は，次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し，第 13 条第三
項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか，内閣総理大臣又は
関係各大臣の諮問に応じ，男女共同参画社会の
形成
の促進に関する基本的な方針，基本的な政策及
び重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し，調査審議し，
必要があると認めるときは，内閣総理大臣及び
関係各大臣に対し，意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の実施状況を監視し，及び政
府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす
影響を調査し，必要があると認めるときは，内
閣総理大臣及び関係各大臣に対し，意見を述べ
ること。
（組織）
第 23 条 会議は，議長及び議員二十四人以内をもっ
て組織する。
（議長）
第 24 条 議長は，内閣官房長官をもって充てる。
２ 議長は，会務を総理する。
（議員）
第 25 条 議員は，次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから，内
閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見
を有する者のうちから，内閣総理大臣が任命す
る者
２ 前項第二号の議員の数は，同項に規定する議員
の総数の十分の五未満であってはならない。
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３ 第一項第二号の議員のうち，男女のいずれか一
方の議員の数は，同号に規定する議員の総数の十分
の四未満であってはならない。
４ 第一項第二号の議員は，非常勤とする。
（議員の任期）
第 26 条 前条第一項第二号の議員の任期は，２年と
する。ただし，補欠の議員の任期は，前任者の残任
期間とする。
２ 前条第一項第二号の議員は，再任されることが
できる。
（資料提出の要求等）
第 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。

二 附則第 10 条第一項及び第五項，第 14 条第三
項，第 23 条，第 28 条並びに第 30 条の規定 公
布の日
（委員等の任期に関する経過措置）
第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に
掲げる従前の審議会その他の機関の会長，委員その
他の職員である者（任期の定めのない者を除く。
）の
任期は，当該会長，委員その他の職員の任期を定め
たそれぞれの法律の規定にかかわらず，その日に満
了する。
一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会
（別に定める経過措置）
第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほ
か，この法律の施行に伴い必要となる経過措置は，
別に法律で定める。
附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）抄
（施行期日）
第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。
）は，
平成 13 年１月６日から施行する。ただし，次の各号
に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。
（以下略）

附 則（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）抄
（施行期日）
第１条 この法律は，公布の日から施行する。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律
第７号）は，廃止する。
附 則（平成 11 年７月 16 日法律第 102 号）抄
（施行期日）
第１条 この法律は，内閣法の一部を改正する法律
（平成11 年法律第88号）
の施行の日から施行する。
ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定め
る日から施行する。
（施行の日＝平成 13 年１月６日）
一 略
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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 9 月 4 日法律第 64 号

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条第一項において「基本原則」とい
う。
）にのっとり，女性の職業生活における活躍の推
進に関して必要な施策を策定し，及びこれを実施し
なければならない。
（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。
一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基
本的な方向
二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活
躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施
策に関する次に掲げる事項
イ 女性の職業生活における活躍を推進するた
めの支援措置に関する事項
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ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために
必要な環境の整備に関する事項
ハ その他女性の職業生活における活躍の推進
に関する施策に関する重要事項
四 前三号に掲げるもののほか，女性の職業生活に
おける活躍を推進するために必要な事項
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 前二項の規定は，
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。
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，次条第一項に規定す
る一般事業主行動計画及び第 15 条第一項に規定す
る特定事業主行動計画（次項において「事業主行動
計画」と総称する。
）の策定に関する指針（以下「事
業主行動計画策定指針」という。
）を定めなければな
らない。
２ 事業主行動計画策定指針においては，次に掲げ
る事項につき，事業主行動計画の指針となるべきも
のを定めるものとする。
一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の内容に関する事項
三 その他女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組に関する重要事項
３ 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務大臣は，
事業主行動計画策定指針を定め，又は
変更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ
ならない。
第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。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における活
躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
３ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主行
動計画を定め，又は変更しようとするときは，厚生
労働省令で定めるところにより，採用した労働者に
占める女性労働者の割合，男女の継続勤務年数の差
異，労働時間の状況，管理的地位にある労働者に占
める女性労働者の割合その他のその事業における女
性の職業生活における活躍に関する状況を把握し，
女性の職業生活における活躍を推進するために改善
すべき事情について分析した上で，その結果を勘案
して，これを定めなければならない。この場合にお
いて，前項第二号の目標については，採用する労働
者に占める女性労働者の割合，男女の継続勤務年数
の差異の縮小の割合，労働時間，管理的地位にある
労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用
いて定量的に定めなければならない。
４ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主行
動計画を定め，又は変更したときは，厚生労働省令
で定めるところにより，これを労働者に周知させる
ための措置を講じなければならない。
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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。
８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一
般事業主行動計画を定め，又は変更しようとする場
合について，第四項から第六項までの規定は前項に
規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め，
又は変更した場合について，それぞれ準用する。
（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，前条第一項又は第七項の
規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ
き，厚生労働省令で定めるところにより，当該事業
主について，女性の職業生活における活躍の推進に
関する取組に関し，当該取組の実施の状況が優良な
ものであることその他の厚生労働省令で定める基準
に適合するものである旨の認定を行うことができる。
（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 条第一項において「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。

一 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。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反した
とき。
三 不正の手段により第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 条第一項及び第三項の規定は，当該構
成員である中小事業主については，適用しない。
２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」
とは，事業協同組合，協同組合連合会その他の特別
の法律により設立された組合若しくはその連合会で
あって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人
で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの
（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限
る。
）のうち，その構成員である中小事業主に対して
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を
実施するための人材確保に関する相談及び援助を行
うものであって，その申請に基づいて，厚生労働大
臣が，当該相談及び援助を適切に行うための厚生労
働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったも
のをいう。
３ 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体が前項に
規定する基準に適合しなくなったと認めるときは，
同項の承認を取り消すことができる。
４ 承認中小事業主団体は，第一項に規定する募集
に従事しようとするときは，厚生労働省令で定める
ところにより，募集時期，募集人員，募集地域その
他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定
めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
５ 職業安定法第 37 条第二項の規定は前項の規定
による届出があった場合について，同法第５条の三
第一項及び第三項，第５条の四，第 39 条，第 41 条
第二項，第 48 条の三，第 48 条の四，第 50 条第一項
及び第二項並びに第 51 条の二の規定は前項の規定
による届出をして労働者の募集に従事する者につい
て，同法第 40 条の規定は同項の規定による届出をし
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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 条第三項及び第四項の規定はこの
項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について，それぞれ準用する。この場合にお
いて，同法第 37 条第二項中「労働者の募集を行おう
とする者」とあるのは「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律第 12 条第四項の規定による
届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と，
同法第 41 条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃
止を命じ，又は期間」とあるのは「期間」と読み替
えるものとする。
６ 職業安定法第 36 条第二項及び第 42 条の二の規
定の適用については，同法第 36 条第二項中「前項の」
とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に
従事させようとする者がその被用者以外の者に与え
ようとする」と，同法第 42 条の二中「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 条第四項の規定による届出をして労働
者の募集に従事する者」とする。
７ 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体に対し，
第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求
めることができる。
第 13 条 公共職業安定所は，前条第四項の規定によ
る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業
主団体に対して，雇用情報及び職業に関する調査研
究の成果を提供し，かつ，これらに基づき当該募集
の内容又は方法について指導することにより，当該
募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
（一般事業主に対する国の援助）
第 14 条 国は，第８条第一項若しくは第七項の規定
により一般事業主行動計画を策定しようとする一般
事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業
主に対して，一般事業主行動計画の策定，労働者へ
の周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づ
く措置が円滑に実施されるように相談その他の援助
の実施に努めるものとする。
第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。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における活
躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
３ 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，前項第二号の目
標については，採用する職員に占める女性職員の割
合，男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合，勤務
時間，管理的地位にある職員に占める女性職員の割
合その他の数値を用いて定量的に定めなければなら
ない。
４ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，又
は変更したときは，遅滞なく，これを職員に周知さ
せるための措置を講じなければならない。
５ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，又
は変更したときは，遅滞なく，これを公表しなけれ
ばならない。
６ 特定事業主は，毎年少なくとも一回，特定事業
主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ
ればならない。
７ 特定事業主は，特定事業主行動計画に基づく取
組を実施するとともに，特定事業主行動計画に定め
られた目標を達成するよう努めなければならない。
第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条第一項に規定する一般事業主は，厚
生労働省令で定めるところにより，職業生活を営み，
又は営もうとする女性の職業選択に資するよう，そ
の事業における女性の職業生活における活躍に関す
る情報を定期的に公表しなければならない。
２ 第８条第七項に規定する一般事業主は，厚生労
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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 条第一項の規
定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定によ
り地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女
性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活
用することにより，当該区域において女性の職業生
活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円
滑に実施されるようにするため，関係機関により構
成される協議会（以下「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 条第三項の規定による事
務の委託がされている場合には，当該委託を受けた
者を協議会の構成員として加えるものとする。
３ 協議会を組織する関係機関は，必要があると認
めるときは，協議会に次に掲げる者を構成員として
加えることができる。
一 一般事業主の団体又はその連合団体
二 学識経験者
三 その他当該関係機関が必要と認める者
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４ 協議会は，関係機関及び前二項の構成員（以下
この項において「関係機関等」という。
）が相互の連
絡を図ることにより，女性の職業生活における活躍
の推進に有用な情報を共有し，関係機関等の連携の
緊密化を図るとともに，地域の実情に応じた女性の
職業生活における活躍の推進に関する取組について
協議を行うものとする。
５ 協議会が組織されたときは，当該地方公共団体
は，内閣府令で定めるところにより，その旨を公表
しなければならない。
（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 前二条に定めるもののほか，協議会の組織
及び運営に関し必要な事項は，協議会が定める。
第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条第一項に規定する
一般事業主に対して，報告を求め，又は助言，指導
若しくは勧告をすることができる。
（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 条第五項において準用する職業安定
法第 41 条第二項の規定による業務の停止の命令に
違反して，労働者の募集に従事した者は，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。
一 第 18 条第四項の規定に違反した者

二 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 万円以下の罰金に処する。
一 第 12 条第四項の規定による届出をしないで，
労働者の募集に従事した者
二 第12 条第五項において準用する職業安定法第
37 条第二項の規定による指示に従わなかった者
三 第 12 条第五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。
一 第 10 条第二項の規定に違反した者
二 第 12 条第五項において準用する職業安定法
第 50 条第一項の規定による報告をせず，又は虚
偽の報告をした者
三 第 12 条第五項において準用する職業安定法
第 50 条第二項の規定による立入り若しくは検査
を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は質問に対し
て答弁をせず，若しくは虚偽の陳述をした者
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。
（この法律の失効）
第２条 この法律は，平成 38 年３月 31 日限り，そ
の効力を失う。
２ 第 18 条第三項の規定による委託に係る事務に
従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に
ついては，同条第四項の規定（同項に係る罰則を含
む。
）は，前項の規定にかかわらず，同項に規定する
日後も，なおその効力を有する。
３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関
して知り得た秘密については，第 24 条の規定（同条
に係る罰則を含む。
）は，第一項の規定にかかわらず，
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同項に規定する日後も，なおその効力を有する。
４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用
については，
この法律は，
第一項の規定にかかわらず，
同項に規定する日後も，なおその効力を有する。
（政令への委任）
第３条 前条第二項から第四項までに規定するもの
のほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置は，
政令で定める。
（検討）
第４条 政府は，この法律の施行後３年を経過した
場合において，この法律の施行の状況を勘案し，必
要があると認めるときは，この法律の規定について
検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとする。
（社会保険労務士法の一部改正）
第５条 社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号）
の一部を次のように改正する。
別表第一第 20 号の 26 の次に次の１号を加える。
20 の 27 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）
。
（内閣府設置法の一部改正）
第６条 内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）の
一部を次のように改正する。
附則第２条第二項の表に次のように加える。
平成 38 年３月 31 日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本
方針（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５条第一項に規定
するものをいう。
）の策定及び推進に関すること。

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
公布：平成 13 年４月 13 日法律第 31 号
最終改正：平成 26 年４月 23 日法律第 28 号
前文
我が国においては，日本国憲法 に個人の尊重と法
の下の平等がうたわれ，人権の擁護と男女平等の実
現に向けた取組が行われている。
ところが，配偶者からの暴力は，犯罪となる行為
をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず，被
害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。
また，配偶者からの暴力の被害者は，多くの場合女
性であり，経済的自立が困難である女性に対して配
偶者が暴力を加えることは，個人の尊厳を害し，男
女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し，人権の擁護と男女平等の
実現を図るためには，配偶者からの暴力を防止し，被
害者を保護するための施策を講ずることが必要であ
る。このことは，女性に対する暴力を根絶しようと努
めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに，配偶者からの暴力に係る通報，相談，保
護，自立支援等の体制を整備することにより，配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため，
この法律を制定する。
第１章 総則
（定義）
第１条 この法律において「配偶者からの暴力」と
は，配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する
不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも
のをいう。以下同じ。
）又はこれに準ずる心身に有害
な影響を及ぼす言動（以下この項及び第 28 条の二に
おいて「身体に対する暴力等」と総称する。
）
をいい，
配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に，そ
の者が離婚をし，又はその婚姻が取り消された場合
にあっては，当該配偶者であった者から引き続き受
ける身体に対する暴力等を含むものとする。
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
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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章の二 基本方針及び都道府県基本計画等
（基本方針）
第２条の二 内閣総理大臣，国家公安委員会，法務
大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項
において「主務大臣」という。
）は，配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基
本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三
項において「基本方針」という。
）を定めなければな
らない。
２ 基本方針においては，次に掲げる事項につき，
次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市
町村基本計画の指針となるべきものを定めるものと
する。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する基本的な事項
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の内容に関する事項
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策の実施に関する重要事項
３ 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変更
しようとするときは，あらかじめ，関係行政機関の
長に協議しなければならない。
４ 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変更
したときは，遅滞なく，これを公表しなければなら
ない。
（都道府県基本計画等）
第２条の三 都道府県は，基本方針に即して，当該
都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画
（以下この条において「都道府県基本計画」という。
）
を定めなければならない。
２ 都道府県基本計画においては，次に掲げる事項
を定めるものとする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する基本的な方針
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施内容に関する事項
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策の実施に関する重要事項
３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。
）は，基本方
針に即し，かつ，都道府県基本計画を勘案して，当
該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画
（以下この条において「市町村基本計画」という。
）
を定めるよう努めなければならない。
４ 都道府県又は市町村は，都道府県基本計画又は
市町村基本計画を定め，又は変更したときは，遅滞
なく，これを公表しなければならない。
５ 主務大臣は，都道府県又は市町村に対し，都道
府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必
要な助言その他の援助を行うよう努めなければなら
ない。
第２章 配偶者暴力相談支援センター等
（配偶者暴力相談支援センター）
第３条 都道府県は，当該都道府県が設置する婦人
相談所その他の適切な施設において，当該各施設が
配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす
ようにするものとする。
２ 市町村は，当該市町村が設置する適切な施設に
おいて，当該各施設が配偶者暴力相談支援センター
としての機能を果たすようにするよう努めるものと
する。
３ 配偶者暴力相談支援センターは，配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護のため，次に掲げる業
務を行うものとする。
一 被害者に関する各般の問題について，相談に
応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行
う機関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため，医学
的又は心理学的な指導その他の必要な指導を
行うこと。
三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に
あっては，被害者及びその同伴する家族。次号，
第六号，第５条及び第８条の三において同じ。
）
の緊急時における安全の確保及び一時保護を
行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するた
め，就業の促進，住宅の確保，援護等に関する
制度の利用等について，情報の提供，助言，関
係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
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五 第四章に定める保護命令の制度の利用につ
いて，情報の提供，助言，関係機関への連絡そ
の他の援助を行うこと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用につ
いて，情報の提供，助言，関係機関との連絡調
整その他の援助を行うこと。
４ 前項第三号の一時保護は，婦人相談所が，自ら
行い，又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に
委託して行うものとする。
５ 配偶者暴力相談支援センターは，その業務を行
うに当たっては，必要に応じ，配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間
の団体との連携に努めるものとする。
（婦人相談員による相談等）
第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，前二
項の規定により通報することを妨げるものと解釈し
てはならない。
４ 医師その他の医療関係者は，その業務を行うに
当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病
にかかったと認められる者を発見したときは，その
者に対し，配偶者暴力相談支援センター等の利用に
ついて，その有する情報を提供するよう努めなけれ
ばならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について
の説明等）
第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条第三項の規定により配偶者暴
力相談支援センターが行う業務の内容について説明
及び助言を行うとともに，必要な保護を受けること
を勧奨するものとする。
（警察官による被害の防止）
第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条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長
（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面に
ついては，方面本部長。第 15 条第三項において同
じ。
）又は警察署長は，配偶者からの暴力を受けてい
る者から，配偶者からの暴力による被害を自ら防止
するための援助を受けたい旨の申出があり，その申
出を相当と認めるときは，当該配偶者からの暴力を
受けている者に対し，国家公安委員会規則で定める
ところにより，当該被害を自ら防止するための措置
の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を
防止するために必要な援助を行うものとする。
（福祉事務所による自立支援）
第８条の三 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）
に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉
事務所」という。
）は，生活保護法（昭和 25 年法律
第 144 号）
，児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）
，
母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法律第百 29 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
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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条の二 前条の関係機関は，被害者の保護に係
る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出
を受けたときは，適切かつ迅速にこれを処理するよ
う努めるものとする。
第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
第一項第二号において同じ。
）により，配偶者からの
生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあって
は配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者から
の生命等に対する脅迫を受けた後に，被害者が離婚
をし，又はその婚姻が取り消された場合にあっては，
当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対
する暴力。同号において同じ。
）により，その生命又
は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは，
裁判所は，被害者の申立てにより，その生命又は身
体に危害が加えられることを防止するため，当該配
偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に
対する脅迫を受けた後に，被害者が離婚をし，又は
その婚姻が取り消された場合にあっては，当該配偶
者であった者。
以下この条，同項第三号及び第四号並びに第 18 条第
一項において同じ。
）に対し，次の各号に掲げる事項
を命ずるものとする。ただし，第二号に掲げる事項
については，申立ての時において被害者及び当該配
偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
一 命令の効力が生じた日から起算して６月間，
被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と
している住居を除く。以下この号において同
じ。
）その他の場所において被害者の身辺につ

きまとい，又は被害者の住居，勤務先その他そ
の通常所在する場所の付近をはいかいしては
ならないこと。
二 命令の効力が生じた日から起算して２月間，
被害者と共に生活の本拠としている住居から
退去すること及び当該住居の付近をはいかい
してはならないこと。
２ 前項本文に規定する場合において，同項第一号
の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所
は，被害者の申立てにより，その生命又は身体に危
害が加えられることを防止するため，当該配偶者に
対し，命令の効力が生じた日以後，同号の規定によ
る命令の効力が生じた日から起算して６月を経過す
る日までの間，被害者に対して次の各号に掲げるい
ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。
一 面会を要求すること。
二 その行動を監視していると思わせるような
事項を告げ，又はその知り得る状態に置くこと。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず，又は緊急やむを得
ない場合を除き，連続して，電話をかけ，ファ
クシミリ装置を用いて送信し，若しくは電子メ
ールを送信すること。
五 緊急やむを得ない場合を除き，午後 10 時か
ら午前６時までの間に，電話をかけ，ファクシ
ミリ装置を用いて送信し，又は電子メールを送
信すること。
六 汚物，動物の死体その他の著しく不快又は嫌
悪の情を催させるような物を送付し，又はその
知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ，又はその知り
得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ，若しく
はその知り得る状態に置き，又はその性的羞恥
心を害する文書，図画その他の物を送付し，若
しくはその知り得る状態に置くこと。
３ 第一項本文に規定する場合において，被害者が
その成年に達しない子（以下この項及び次項並びに
第 12 条第一項第三号において単に「子」という。
）
と同居しているときであって，配偶者が幼年の子を
連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその
他の事情があることから被害者がその同居している
子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる
ことを防止するため必要があると認めるときは，第
一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発

- 85 -

資料編

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，当該子が十五歳以上であ
るときは，その同意がある場合に限る。
４ 第一項本文に規定する場合において，配偶者が
被害者の親族その他被害者と社会生活において密接
な関係を有する者（被害者と同居している子及び配
偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項
並びに第 12 条第一項第四号において「親族等」とい
う。
）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動
を行っていることその他の事情があることから被害
者がその親族等に関して配偶者と面会することを余
儀なくされることを防止するため必要があると認め
るときは，第一項第一号の規定による命令を発する
裁判所又は発した裁判所は，被害者の申立てにより，
その生命又は身体に危害が加えられることを防止す
るため，当該配偶者に対し，命令の効力が生じた日
以後，同号の規定による命令の効力が生じた日から
起算して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（被害者の十五歳
未満の子を除く。以下この項において同じ。
）の同意
（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人で
ある場合にあっては，その法定代理人の同意）があ
る場合に限り，することができる。
（管轄裁判所）
第 11 条 前条第一項の規定による命令の申立てに
係る事件は，相手方の住所（日本国内に住所がない
とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管
轄する地方裁判所の管轄に属する。
２ 前条第一項の規定による命令の申立ては，次の

各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること
ができる。
一 申立人の住所又は居所の所在地
二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する
暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地
（保護命令の申立て）
第 12 条 第 10 条第一項から第四項までの規定によ
る命令（以下「保護命令」という。
）の申立ては，次
に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等
に対する脅迫を受けた状況
二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は
配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後
の配偶者から受ける身体に対する暴力により，
生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが
大きいと認めるに足りる申立ての時における
事情
三 第 10 条第三項の規定による命令の申立てを
する場合にあっては，被害者が当該同居してい
る子に関して配偶者と面会することを余儀な
くされることを防止するため当該命令を発す
る必要があると認めるに足りる申立ての時に
おける事情
四 第10 条第四項の規定による命令の申立てをす
る場合にあっては，被害者が当該親族等に関し
て配偶者と面会することを余儀なくされること
を防止するため当該命令を発する必要があると
認めるに足りる申立ての時における事情
五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警
察職員に対し，前各号に掲げる事項について相
談し，又は援助若しくは保護を求めた事実の有
無及びその事実があるときは，次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当
該警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し，又は援助若しくは保護を求めた日
時及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた
措置の内容
２ 前項の書面（以下「申立書」という。
）に同項第
五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に
は，申立書には，同項第一号から第四号までに掲げ
る事項についての申立人の供述を記載した書面で公
証人法（明治 41 年法律第 53 号）第 58 条の二第一項
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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 条第一項第五号イからニまでに
掲げる事項の記載がある場合には，裁判所は，当該
配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長
に対し，申立人が相談し又は援助若しくは保護を求
めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容
を記載した書面の提出を求めるものとする。この場
合において，当該配偶者暴力相談支援センター又は
当該所属官署の長は，これに速やかに応ずるものと
する。
３ 裁判所は，必要があると認める場合には，前項
の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の
長又は申立人から相談を受け，若しくは援助若しく
は保護を求められた職員に対し，同項の規定により
書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求める
ことができる。
（保護命令の申立てについての決定等）
第 15 条 保護命令の申立てについての決定には，理
由を付さなければならない。ただし，口頭弁論を経
ないで決定をする場合には，理由の要旨を示せば足
りる。
２ 保護命令は，相手方に対する決定書の送達又は
相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお
ける言渡しによって，その効力を生ずる。
３ 保護命令を発したときは，裁判所書記官は，速
やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所
を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知す
るものとする。
４ 保護命令を発した場合において，申立人が配偶
者暴力相談支援センターの職員に対し相談し，又は
援助若しくは保護を求めた事実があり，かつ，申立
書に当該事実に係る第 12 条第一項第五号イからニ
までに掲げる事項の記載があるときは，裁判所書記

官は，速やかに，保護命令を発した旨及びその内容
を，当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談
支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶
者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあって
は，申立人がその職員に対し相談し，又は援助若し
くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支
援センター）の長に通知するものとする。
５ 保護命令は，執行力を有しない。
（即時抗告）
第 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 条第一項第一号の規定
による命令の効力の停止を命ずる場合において，同
条第二項から第四項までの規定による命令が発せら
れているときは，裁判所は，当該命令の効力の停止
をも命じなければならない。
５ 前二項の規定による裁判に対しては，不服を申
し立てることができない。
６ 抗告裁判所が第 10 条第一項第一号の規定によ
る命令を取り消す場合において，同条第二項から第
四項までの規定による命令が発せられているときは，
抗告裁判所は，当該命令をも取り消さなければなら
ない。
７ 前条第四項の規定による通知がされている保護
命令について，第三項若しくは第四項の規定により
その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれ
を取り消したときは，裁判所書記官は，速やかに，
その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相
談支援センターの長に通知するものとする。
８ 前条第三項の規定は，第三項及び第四項の場合
並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ
いて準用する。
（保護命令の取消し）
第 17 条 保護命令を発した裁判所は，当該保護命令
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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 条第一
項第一号又は第二項から第四項までの規定による命
令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた
日から起算して３月を経過した後において，同条第
一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が
効力を生じた日から起算して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 前条第六項の規定は，第 10 条第一項第一号の規
定による命令を発した裁判所が前項の規定により当
該命令を取り消す場合について準用する。
３ 第 15 条第三項及び前条第七項の規定は，前二項
の場合について準用する。
（第 10 条第一項第二号の規定による命令の再度の
申立て）
第 18 条 第 10 条第一項第二号の規定による命令が
発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由
となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫
と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の
再度の申立てがあったときは，裁判所は，配偶者と
共に生活の本拠としている住居から転居しようとす
る被害者がその責めに帰することのできない事由に
より当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算
して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，同条第一項各号列記以外の部
分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号，第二
号及び第五号に掲げる事項並びに第 18 条第一項本
文の事情」と，同項第五号中「前各号に掲げる事項」
とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに
第 18 条第一項本文の事情」と，同条第二項中「同項
第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同
項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第 18 条第
一項本文の事情」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 条第二項（第 18 条第二項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。
）の認証
を行わせることができる。
（民事訴訟法の準用）
第 21 条 この法律に特別の定めがある場合を除き，
保護命令に関する手続に関しては，その性質に反し
ない限り，民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）の
規定を準用する。
（最高裁判所規則）
第 22 条 この法律に定めるもののほか，保護命令に
関する手続に関し必要な事項は，最高裁判所規則で
定める。
第５章 雑則
（職務関係者による配慮等）
第 23 条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護，捜
査，裁判等に職務上関係のある者（次項において「職
務関係者」という。
）は，その職務を行うに当たり，
被害者の心身の状況，その置かれている環境等を踏
まえ，被害者の国籍，障害の有無等を問わずその人
権を尊重するとともに，その安全の確保及び秘密の
保持に十分な配慮をしなければならない。
２ 国及び地方公共団体は，職務関係者に対し，被害
者の人権，配偶者からの暴力の特性等に関する理解を
深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
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（教育及び啓発）
第 24 条 国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力
の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び
啓発に努めるものとする。
（調査研究の推進等）
第 25 条 国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護に資するため，加害者の更
生のための指導の方法，被害者の心身の健康を回復
させるための方法等に関する調査研究の推進並びに
被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努
めるものとする。
（民間の団体に対する援助）
第 26 条 国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民
間の団体に対し，必要な援助を行うよう努めるもの
とする。
（都道府県及び市の支弁）
第 27 条 都道府県は，次の各号に掲げる費用を支弁
しなければならない。
一 第３条第三項の規定に基づき同項に掲げる
業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次
号に掲げる費用を除く。
）
二 第３条第三項第三号の規定に基づき婦人相
談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚
生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し
て行う場合を含む。
）に要する費用
三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱
する婦人相談員が行う業務に要する費用
四 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護
（市町村，社会福祉法人その他適当と認める者
に委託して行う場合を含む。
）及びこれに伴い
必要な事務に要する費用
２ 市は，第４条の規定に基づきその長の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ
ばならない。
（国の負担及び補助）
第 28 条 国は，政令の定めるところにより，都道府
県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち，
同項第一号及び第二号に掲げるものについては，そ
の十分の五を負担するものとする。
２ 国は，予算の範囲内において，次の各号に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した
費用のうち，同項第三号及び第四号に掲げるもの
二 市が前条第二項の規定により支弁した費用
第５章の二 補則
（この法律の準用）
第28条の二 第２条及び第１章の二から前章までの
規定は，生活の本拠を共にする交際（婚姻関係にお
ける共同生活に類する共同生活を営んでいないもの
を除く。
）をする関係にある相手からの暴力（当該関
係にある相手からの身体に対する暴力等をいい，当
該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受け
た後に，その者が当該関係を解消した場合にあって
は，当該関係にあった者から引き続き受ける身体に
対する暴力等を含む。
）及び当該暴力を受けた者につ
いて準用する。この場合において，これらの規定中
「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28 条の二に規
定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほ
か，次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ
る字句は，それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
替えるものとする。
第２条

被害者（第 28 条の
二に規定する関係
にある相手からの
暴力を受けた者を
いう。以下同じ。
）
第６条第１項
配偶者又は 同条に規定する関
配偶者であ 係にある相手又は
った者
同条に規定する関
係にある相手であ
った者
第 10 条第一項 配偶者
第 28 条の二規定す
から第四項ま
る関係にある相手
で，第 11 条第二
項第二号，第 12
条第一項第一号
から第四号まで
及び第 18 条第
一項
第 10 条第一項 離婚をし， 第 28 条の二に規定
又はその婚 する関係を解消し
姻が取り消 た場合
された場合
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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 条第一項から第四項までの規定によるもの
を含む。次条において同じ。
）に違反した者は，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 条第一項（第 18 条第二項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。
）又は第 28 条の
二において読み替えて準用する第 12 条第一項（第
28 条の二において準用する第 18 条第二項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。
）の規定により
記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書に
より保護命令の申立てをした者は，10 万円以下の過
料に処する。
附則抄
（施行期日）
第１条 この法律は，公布の日から起算して６月を
経過した日から施行する。ただし，第２章，第６条
（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。
）
，
第７条，第９条（配偶者暴力相談支援センターに係
る部分に限る。
）
，第 27 条及び第 28 条の規定は，平
成 14 年４月１日から施行する。
（経過措置）
第２条 平成 14 年３月 31 日までに婦人相談所に対
し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して
相談し，又は援助若しくは保護を求めた場合におけ
る当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に
関する第 12 条第一項第四号並びに第 14 条第二項及
び第三項の規定の適用については，これらの規定中
「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは，
「婦人
相談所」とする。
（検討）
第３条 この法律の規定については，この法律の施
行後３年を目途として，この法律の施行状況等を勘
案し，検討が加えられ，その結果に基づいて必要な
措置が講ぜられるものとする。
附則（平成 16 年６月２日法律第 64 号）
（施行期日）
第１条 この法律は，公布の日から起算して６月を
経過した日から施行する。

（経過措置）
第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改
正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律（次項において「旧法」という。
）第 10
条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ
る命令に関する事件については，なお従前の例によ
る。
２ 旧法第 10 条第二号の規定による命令が発せら
れた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対
する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼ
すものと同一の事実を理由とするこの法律による改
正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律（以下「新法」という。
）第 10 条第一項
第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行
後最初にされるものに限る。
）があった場合における
新法第 18 条第一項の規定の適用については，同項中
「２月」とあるのは，
「２週間」とする。
（検討）
第３条 新法の規定については，この法律の施行後
３年を目途として，新法の施行状況等を勘案し，検
討が加えられ，その結果に基づいて必要な措置が講
ぜられるものとする。
附則（平成 19 年７月 11 日法律第 113 号）抄
（施行期日）
第１条 この法律は，公布の日から起算して６月を
経過した日から施行する。
（経過措置）
第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改
正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律第 10 条の規定による命令の申立てに係
る同条の規定による命令に関する事件については，
なお従前の例による。
附則（平成 25 年７月３日法律第 72 号）抄
（施行期日）
１ 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。

- 90 -

資料編

附則（平成 26 年４月 23 日法律第 28 号）抄
（施行期日）
第１条 この法律は，平成 27 年４月１日から施行す
る。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に
定める日から施行する。
一 第１条中次世代育成支援対策推進法附則第
２条第一項の改正規定並びに附則第４条第一
項及び第二項，第 14 条並びに第 19 条の規定
公布の日
二 第２条並びに附則第３条，第７条から第 10
条まで，第 12 条及び第 15 条から第 18 条まで
の規定 平成 26 年 10 月１日
（政令への委任）
第 19 条 この附則に規定するもののほか，この法律
の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定める。

栃木市男女共同参画推進条例
公布：平成 23 年 3 月 25 日条例第 4 号
本市は、恵まれた自然、先人の築いてきた歴史と
文化を受け継ぎながら、日本国憲法にうたわれてい
る個人の尊重と法の下の平等の理念に基づき、国際
的取組とも連動しつつ、男女平等の実現に向けてさ
まざまな取組を進めてきました。
しかしながら、性別による偏見や固定的な役割分
担意識に基づく社会慣行等は依然として残っており、
男女共同参画の推進を妨げる要因となっています。
こうした現状を踏まえ、誰もが生き生きと暮らし、
豊かで活力ある栃木市をつくるためには、男女が互
いにその人格を尊重しつつ、あらゆる分野において
共に参画し、喜びと責任を分かち合うことのできる
男女共同参画社会の早期実現を目指していく必要が
あります。
このような認識に立ち、市、市民、事業者及び教
育関係者が協働して男女共同参画の推進に取り組む
ことを決意し、この条例を制定するものです。
（目的）
第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する
基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者
の責務を明らかにするとともに、男女共同参画に関
する施策の基本となる事項を定めることにより、男
女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、個人の尊
重と男女平等を基礎とした豊かで活力ある栃木市の
まちづくりに寄与することを目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、
次の各号に掲げる用語の
意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって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。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る
男女の格差を改善するため必要な範囲において、男
女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供
することをいう。
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(3) 市民 市内に居住し、通勤若しくは通学し、又
は市内で活動するすべての個人をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う法人その他
の団体及び個人をいう。
(5) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育、
家庭教育その他のあらゆる教育に携わる法人その他
の団体及び個人をいう。
(6) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動によ
り相手方の心身に不快感、苦痛等を与え、相手方の
生活環境を害し、又はその相手方に不利益を与える
行為をいう。
(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人
等の親密な関係にある者又は親密な関係にあった者
から振るわれる身体的、精神的、経済的又は性的な
暴力行為をいう。
（基本理念）
第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にの
っとり推進されなければならない。
(1) 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
その他男女の人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した慣
行にとらわれることなく、男女が社会における活動
を自由に選択できるようにすること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、市における
政策又は事業者における方針の立案及び決定に参画
する機会が確保されること。
(4) 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
における活動及び家庭以外の社会における活動を円
滑に行うことができるようにすること。
(5) 男女が互いの性についての理解を深め、双方の
意思が尊重されることにより、良好な環境の下に、
安全な妊娠及び出産ができるようにすること及び生
涯にわたり健康な生活を営むことができるようにす
ること。
(6) 国際社会における取組を十分理解し、動向に留
意すること。
（市の責務）
第４条 市は、前条に規定する基本理念（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実施する責務を有する。

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施
に当たっては、市民、事業者及び教育関係者と協働
し、及び連携し、率先して取り組むものとする。
（市民の責務）
第５条 市民は、男女共同参画に関する理解を深め、
家庭、学校、地域、職場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、主体的かつ積極
的に男女共同参画の推進に努めなければならない。
２ 市民は、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、男女が職場及び家庭における活動を男
女平等の条件の下に両立できるよう就労環境の整備
に配慮し、主体的かつ積極的に男女共同参画の推進
に努めなければならない。
２ 事業者は、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。
（教育関係者の責務）
第７条 教育関係者は、教育を行うに当たっては、
基本理念にのっとり、主体的かつ積極的に男女共同
参画の推進に取り組むよう努めなければならない。
２ 教育関係者は、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。
（男女共同参画基本計画）
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実施するため、基本的な計画
（以下「基本計画」
という。
）
を策定するものとする。
２ 市長は、基本計画の策定に当たっては、第 20 条
に規定する栃木市男女共同参画審議会に諮問し、市
民、事業者及び教育関係者の意見が反映されるよう
努めるものとする。
３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに
これを公表するものとする。
（推進体制の整備）
第９条 市は、男女共同参画の推進に関する施策に
ついて、総合的かつ計画的に取り組むための体制の
整備に努めるものとする。
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（積極的改善措置）
第 10 条 市は、審議会等における委員を委嘱し、又は
任命する場合に当たっては、積極的改善措置を講ずるこ
とにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。
（施策への配慮）
第 11 条 市は、すべての施策において、男女共同参
画の推進に配慮するものとする。
（市民等の理解を深めるための措置）
第 12 条 市は、男女共同参画に関する市民、事業者
及び教育関係者の理解を深めるため、啓発活動その
他の適切な措置を講ずるものとする。
２ 市は、家庭、学校、地域、職場その他の社会の
あらゆる分野における男女共同参画に関する教育又
は学習の振興を図るため、必要な措置を講ずるもの
とする。
（人材の育成）
第 13 条 市は、男女共同参画の推進を率先して行う
人材を育成するため、必要な措置を講ずるものとする。
（民間活動との連携及び支援）
第14 条 市は、男女共同参画の推進に関する取組を行
う市民、事業者及び教育関係者との連携を図るととも
に、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
（調査研究）
第 15 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、調査研究に努めるものとする。
（年次報告）
第 16 条 市長は、毎年、男女共同参画の推進の状況
及び市が実施した男女共同参画の推進に関する施策
についての報告書を作成し、これを公表するものと
する。
（意見等への対応）
第 17 条 市民、事業者及び教育関係者は、男女共同
参画の施策に対する意見等及び男女共同参画の推進
を阻害する要因による人権の侵害に関する相談につ
いて、市長に申出をすることができる。
２ 市長は、前項の申出があったときは、他の機関
と連携し、必要な措置を講ずるものとする。

（性別による権利侵害の禁止）
第 18 条 何人も、家庭、学校、地域、職場その他の
社会のあらゆる分野において、性別による差別的扱
いをしてはならない。
２ 何人も、家庭、学校、地域、職場その他の社会
のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメ
ントを行ってはならない。
３ 何人も、ドメスティック・バイオレンスその他
男女間において身体的又は精神的な苦痛を与える暴
力的行為を行ってはならない。
４ 前３項に掲げる行為について、市は、関係機関と
連携し、その防止のための対策を講ずるものとする。
（公衆に表示する情報に関する配慮）
第 19 条 何人も、公衆に表示する情報において、性
別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラス
メント、ドメスティック・バイオレンスその他男女
間の暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行
わないよう努めなければならない。
（男女共同参画審議会）
第 20 条 男女共同参画の推進に関する施策の総合
的かつ計画的な実施に関し必要な事項を審議するた
め、栃木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、市長の諮問に応じ、男女共同参画の
推進に関する重要事項について調査及び審議する。
３ 審議会は、
男女共同参画の推進に関し必要と認めら
れる事項について、市長に意見を述べることができる。
４ 審議会は、20 人以内の委員をもって組織し、男
女のいずれか一方の数は、委員の総数の 10 分の４未
満であってはならない。
５ 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちか
ら市長が委嘱する。
６ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただ
し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
７ 前各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。
（委任）
第 21 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項
は、別に定める。
附則
この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。
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栃木市男女共同参画審議会規則
平成 23 年 4 月 1 日
規則第 16 号
改正 平成 25 年 3 月 1 日規則第 8 号
（趣旨）
第１条 この規則は、栃木市男女共同参画推進条例
（平成 23 年栃木市条例第４号）第 20 条第７項の規
定に基づき、栃木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。
（会長及び副会長）
第２条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員
の互選によりこれを定める。
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
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３条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長
となる。ただし、委員の委嘱後最初の審議会の会議
は、市長が招集する。
２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会
議を開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の
者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
（庶務）
第４条 審議会の庶務は、生活環境部人権・男女共
同参画課において処理する。
（平 25 規則８・一部改正）
（補則）
第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営
に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。
附則（平成 25 年規則第８号）
この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。
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