


 

 

「みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくり」 

徳之島町長 高 岡 秀 規  

 
町民の誰もが夢と希望を持ち、暮らして良かったと実感できる徳之島町を実現するためには、すべて

の町民が性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に参画し、その喜

びも責任も分かち合うことのできる男女共同参画社会を実現していかなければなりません。 
本町では、平成 24 年３月に「町民総参加で、みんなの知恵と力で、未来へ紡ぐ健やかまちづくり」

を基本理念に掲げた第 5 次徳之島町総合計画を策定し、町の目指す将来像を「人と自然が輝き みんな

で紡ぐ きらめきのまちづくり」として、住民参加型の町づくりを進めております。 
今年度は、更なる男女共同参画の推進を図るため「徳之島町男女共同参画基本計画」を策定しました。

「男女が互いの人権を認め合う意識づくり」「あらゆる分野へ男女がともに参画できる社会づくり」な

どの４項目を柱に、本計画の目指すべき姿を「みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくり」とし

ました。 
計画策定にあたっては住民アンケートを実施し、本町の現状を踏まえつつ町民の意見を反映するよう

に努め、徳之島町男女共同参画懇話会で協議を重ねて頂き、社会情勢の変化を考慮した基本計画を取り

まとめました。 
この計画実現に向けては、本町に住み、働き、学び、活動するすべての町民や各種団体、教育関係者、

事業者がともに連携・協働して取り組むことが必要です。今後とも皆様のご理解とご協力を宜しくお願

い致します。 
最後になりましたが、この計画の策定にあたり、様々な機会を通じて貴重なご意見をいただきました

町民の皆様、熱心にご審議いただきました徳之島町男女共同参画懇話会の皆様並びに関係各位に心から

感謝申し上げます。 
 

平成 25 年３月 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 男女共同参画社会とは 

男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法第２条※１において定義されてお

り、男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会をイメージしていま

す。 

    

男女共同参画づくりのために、
国際社会と共に歩むことも大切
です。他の国々や国際機関と相
互に協力して取り組む必要があ
ります。

国際的協調

男女の個人としての尊厳を重ん
じ、男女の差別をなくし、男性も
女性もひとりの人間として能力
を発揮できる機会を確保する必
要があります。

男女の人権
の尊重

固定的な役割分担意識にとらわ
れず、男女が様々な活動ができ
るように社会の制度や慣行の在
り方を考える必要があります。

社会における
制度又は

慣行についての
配慮

男女が対等な家族の構成員とし
て、互いに協力し、社会の支援
も受け、家族としての役割を果
たしながら、仕事や学習、地域
活動等ができるようにする必要
があります。

家庭生活に
おける活動と
他の活動の

両立

男女が社会の対等なパート
ナーとして、あらゆる分野にお
いて方針の決定に参画できる機
会を確保する必要があります。

政策等の立案
及び決定への

共同参画

男女共同参画社会を
実現するための

５本の柱

基本理念

国の責務

●基本理念に基づき、男女
共同参画基本計画を策定

●積極的改善措置を含む男
女共同参画社会づくりのため
の施策を総合的に策定・実施

地方公共団体の責務

●基本理念に基づき、男女
共同参画社会づくりのための
施策に取り組む

●地域の特性を活かした施
策の展開

国民の責務

●男女共同参画社会づくりに
協力することが期待されてい
る

～　国・地方公共団体及び国民の役割　～

男女共同参画社会基本法

　基本法では、男女共同参画社
会を実現するための５つの柱
（基本理念）を掲げています。
　また、行政（国、地方公共団
体）と国民それぞれが果たすべ
き役割（責務、基本的施策）を定
めています。

 
 資料：（内閣府資料抜粋） 
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職場に活気

●基本理念に基づき、男女
共同参画基本計画を策定

●積極的改善措置を含む男
女共同参画社会づくりのため
の施策を総合的に策定・実施

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会

家庭生活の充実

●家族を構成する個人がお
互いに尊重し合い協力し合う
ことよって、家族のパートナー
シップの強化

●仕事と家庭の両立支援環
境が整い、男性の家庭への
参画が進むことによって、男
女がともに子育てや教育に参
加

地域力の向上

●男女がともに主体的に地
域活動やボランティア等に参
画することによって、地域コ
ミュニティーが強化

●地域の活性化、暮らし改
善、子どもたちが伸びやかに
育つ環境が実現

男女共同参画社会のイメージ図

ひとりひとりの豊かな生活

仕事、家庭、地域活動など、多様な活動を自らの希望に沿った形で
展開でき、男女がともに夢や希望を実現

※１　男女共同参画社会基本法第２条１項「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。

 
 
 

資料：（内閣府資料抜粋） 
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２ 計画策定の趣旨 

平成 11年に制定された男女共同参画社会基本法により、男女共同参画社会の実現

は 21世紀のわが国の社会を決定する最重要課題と位置づけられています。 

本町も、社会・経済環境の大きな変化を背景に地方分権の時代を迎えています。

この変化に伴い、多様化・高度化する諸課題に対応し、豊かで活力ある地域をつく

るためには、誰もが人権を尊重され、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実現に取り組むことが喫緊の課題です。 

本町では、これまでも男女共同参画社会の趣旨を踏まえた様々な取り組みを進め

てきており、このたび、状況の変化や国の新たな第３次男女共同参画基本計画（平

成 22年 12 月）に対応した新たな計画を策定することとしました。 

具体的には、男女共同参画社会の形成に向けて取り組むべき施策を示すとともに、

男女共同参画政策がより一層、町民と一体となった取り組みとして展開されるよう

推進体制を確立し、総合的かつ計画的に推進するための指針となる「徳之島町男女

共同参画基本計画」を策定します。 

 

３ 計画の背景 

男女共同参画社会の形成に向けた取り組みは、1975 年（昭和 50年）の国際婦人年

以降、国際的な動きと軌を一にして、国内行動計画により様々な施策を推進するな

ど、着実に進歩してきました。1999 年（平成 11 年）６月には、「男女共同参画社会

基本法」が公布・施行され、21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置

づけられました。また、2000 年（平成 12年）には、基本法の法定計画として国の「男

女共同参画基本計画」が策定され、男女共同参画社会の形成に向けた施策の方向性

が示されました。 

また、少子高齢化の進行により、総人口や労働力人口は減少し、経済は長期的に

低迷を続け、非正規雇用者が増加するなど、社会全体に閉塞感の広がりがみられま

す。また、人々の価値観が多様化するなか、社会の持続可能な発展に向けて、女性

も男性も仕事と家庭、地域活動などの調和のとれた、自分らしい生き方の選択がで

きるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現も求められています。 

さらに、2011 年（平成 23年）３月に発生した東日本大震災では、男女共同参画の

視点を踏まえた被害者支援のあり方について多くの課題が取り上げられ、女性や子

育てに対応した避難所の設計、災害分野での女性の参画の必要性などが指摘される

とともに、男女それぞれの生き方、家計のあり方についても変化がみられてきたと

もいわれています。 

未曾有の災害からの一日でも早い復興が待たれる今日、女性も男性も安心して暮

らせる社会が実現できるよう、更なる男女共同参画の取り組みが求められています。 
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４ 男女共同参画をめぐる動き 

（１）国連、日本、鹿児島県の動き 

年 国連の動き 日本の動き 鹿児島県の動き 

＊婦人問題企画推進本部

及び婦人問題企画推進会

議設置 

 ＊第１回国際婦人年世界

会議（メキシコシティ） 

＊「世界行動計画」採択 

＊総理府婦人問題担当室

設置 

 1975 

（昭 50） 

 ＊「育児休業法」成立（昭

51 年施行、女子教員・看護

婦・保母を対象） 

 

1976 

（昭 51） 

＊「国連婦人の 10 年」始ま

る 

＊「民法」改正・施行（婚氏

続称制度） 

 

1977 

（昭 52） 

 ＊「国内行動計画」（昭 52

～昭 61 年） 策定 

＊国立婦人教育会館（現

国立女性教育会館）開館 

 

1979 

（昭 54） 

＊「女子に対するあらゆる

形別撤廃条約）」採択 

 ＊女性問題の窓口を青少

年婦人課に設置 

＊婦人関係行政推進連

絡会議及び婦人問題懇

話会設置 

1980 

（昭 55） 

＊国連婦人の 10 年中間年

世界会議（第２回世界女性

会議コペンハーゲン） 

＊「国連婦人の 10 年後半

期行動プログラム」採択 

＊「女子差別撤廃条約」署

名 

＊「民法」及び「家事審判

法」改正 （配偶者の相続

分引き上げ） 

＊婦人の生活実態と意識

調査実施 

＊第１回「婦人の船」中国

へ派遣 

1981 

（昭 56） 

＊「女子差別撤廃条約」発

効 

＊「ＩＬＯ第 156 号条約（家

族的責任を有する労働者

条約）」採択 

＊「国内行動計画」後期重

点目標決定 

＊「鹿児島県婦人対策基

本計画」策定〔計画期間：

昭 56 年度～昭 60 年度〕 

1984 

（昭 59） 

 ＊「国籍法」及び「戸籍法」

改正 （国籍の父母両系主

義採用） 
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年 国連の動き 日本の動き 鹿児島県の動き 

＊国連婦人の 10 年最終年

世界会議（第３回世界女性

会議ナイロビ） 

＊鹿児島県新総合計画に

「婦人の地位 向上 の推

進」を掲げる 

＊「婦人の地位向上のため

のナイロビ将来戦略」採択 

＊広報誌「かごしまの婦 

人」発刊（昭 60 年～平元

年） 

  

1985 

（昭 60） 

 

＊生活保護基準額の男女

差別解消 

＊「国民年金法」改正（女

性の年金権の確立）  

＊「男女雇用機会均等法」

公布（昭 61 年施行） 

＊「女子差別撤廃条約」批

准  

1986 

（昭 61） 

 ＊「労働基準法」改正（女

子保護規定一部廃止、母

性保護規定の拡充） 

＊婦人問題企画推進会議拡

充（構成を全省庁に拡大） 

＊婦人問題企画推進有識

者会議開催 

 

1987 

（昭 62） 

 ＊「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」策定 

 

1989 

（平元） 

  ＊女性問題に関する県民

意識調査実施 

＊広報誌「かごしまの女

性」発刊（平元年～平３

年） 

1990 

（平２） 

＊国連経済社会理事会

「ナイロビ将来戦略の第１

回見直しと評価に伴う勧告

及び結論」採択 

 ＊婦人政策室設置 

 

1991 

（平３） 

 ＊「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」第１次

改訂 

＊「育児休業法」公布（平４

年施行）  

＊婦人政策室を女性政策

室に改称 

＊「鹿児島女性プラン 21」

策定〔計画期間：平３年度

～平 12 年度〕 

＊鹿児島女性プラン 21 推

進会議及び鹿児島県女

性行政連絡会議設置 

1992 

（平４） 

＊国連環境開発会議（リオ

デジャネイロ）  

＊婦人問題担当大臣任命 ＊広報誌「ハーモニー」発

刊（平４年～平 16 年） 
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年 国連の動き 日本の動き 鹿児島県の動き 

1993 

（平５） 

＊世界人権会議「ウィーン

宣言」採択 

＊「女子に対する暴力の撤

廃に関する宣言」採択 

＊中学校での家庭科の男

女必修完全実施 

＊「パートタイム労働法」公

布・施行 

 

＊国際人口・開発会議「カ

イロ宣言及び行動計画」採

択 

 

  

1994 

（平６） 

 

 ＊高校での家庭科の男女

必修完全実施 

＊総理府男女共同参画室設置 

＊男女共同参画審議会設置 

＊男女共同参画推進本部設置  

＊第４回国連世界女性会

議 （北京）「北京宣言及び

行動綱領」採択 

 

＊「育児・介護休業法」成

立（介護休業に関する部分

を平 11 年から実施） 

 

1995 

（平７） 

  

＊鹿児島県「女性の翼」団

員を北京の世界女性会議・

ＮＧＯフォーラムへ派遣 

＊鹿児島の男女の意識に

関する調査実施 

 ＊男女共同参画推進連携

会議（えがりてネットワー

ク）発足 

 

 ＊「男女共同参画ビジョン」答申  

 ＊「男女共同参画 2000 年

プラン」策定 

 

1996 

（平８） 

 ＊「優生保護法」を一部改正

し、「母体保護法」公布・施行 

 

 ＊「男女共同参画審議会

設置法」により男女共同参

画審議会設置 

 

 ＊「男女雇用機会均等法」改

正（母性保護は平10年に、そ

の他は平11 年に施行） 

 

 ＊「労働基準法」改正（平

11 年施行）（深夜・休日・時

間外労働における女性就

業規制の撤廃） 

 

1997 

（平９） 

 ＊「介護保険法」公布（平

12 年施行） 

 

1998 

（平 10） 

 ＊「男女共同参画社会基

本法」についての答申（男

女共同参画審議会） 
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年 国連の動き 日本の動き 鹿児島県の動き 

1999 

（平 11） 

＊第 43 回国連婦人の地位

委員会で「女子差別撤廃条

約の選択議定書」を採択 

＊「男女共同参画社会基

本法」公布・施行 

＊「食料・農業・農村基本

法」公布・施行（女性の参

画促進を規定） 

＊農林水産省「農山漁村男女

共同参画推進指針」発表 

＊「少子化対策推進基本

方針」決定 

＊「かごしまハーモニープ

ラン」策定〔計画期間：平

11 年度～20 年度〕 

＊かごしまハーモニープ

ラン推進懇話会及び男女

共同参画推進本部設置 

2000 

（平 12） 

＊ 国 連 特 別 総 会 「 女 性

2000 年会議」（ニューヨー

ク）「政治宣言及び成果文

書」採択 

 

＊「男女共同参画基本計

画」策定 

＊「児童虐待防止法」公布・施行 

＊「ストーカー規制法」公

布・施行 

 

2001 

（平 13） 

 ＊内閣府に男女共同参画会

議及び男女共同参画局設置 

＊「配偶者暴力防止法」公

布・施行 

＊第１回男女共同参画週

間（6 月 23～29 日） 

＊閣議決定「仕事と子育て

の両立支援策の方針につ

いて」 

＊女性政策室を男女共同

参画室に改称 

＊「鹿児島県男女共同参

画推進条例」公布（平 14

年施行） 

＊鹿児島の男女の意識に

関する調査実施 

2002 

（平 14） 

 ＊「健康増進法」公布（平

15 年施行） 

 

＊鹿児島県男女共同参

画審議会設置 

＊婦人相談所（現女性相談

センター）を配偶者暴力相

談支援センターに指定 

＊第 29 会期国連女子差別

撤廃委員会 

＊男女共同参画推進本部

「女性のチャレンジ支援策

の推進について」決定 

＊青少年女性課と男女共

同参画室を再編し、青少年

男女共同参画課を設置 
2003 

（平 15） 
 ＊「次世代育成支援対策

推進法」公布・施行 

＊「少子化社会対策基本

法」公布・施行 

＊かごしま県民交流センタ

ー設立に併せ、男女共同

参画センターを設置 
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年 国連の動き 日本の動き 鹿児島県の動き 

2004 

（平 16） 

 ＊「配偶者暴力防止法」改正

（「配偶者からの暴力」の定

義の拡大、都道府県への基

本計画の策定義務化等） 

＊配偶者等からの暴力対

策会議設置 

2005 

（平 17） 

＊第 49 回国連婦人の地位

委員会「北京＋10」（ニュー

ヨーク） 

＊「男女共同参画基本計

画（第２次）」策定 

＊「女性の再チャレンジ支

援プラン」策定 

 

2006 

（平 18） 

 ＊「男女雇用機会均等法」

改正（性別による差別禁止

の範囲拡大、間接差別規

定の導入等） 

＊「配偶者等からの暴力

の防止及び被害者支援

計画」策定 

＊男女共同参画センター

を配偶者暴力相談支援セ

ンターに指定 

2007 

（平 19） 

 ＊「配偶者暴力防止法」改

正（保護命令制度の拡充、

市町村に対する基本計画

策定の努力義務等、平 20

年施行） 

＊各地域振興局及び各支

庁の保健福祉環境部（７か

所）を配偶者暴力相談支

援センターに指定 

＊鹿児島の男女の意識に

関する調査実施 

＊婦人相談所の移転及

び女性相談センターへの

名称変更 

2008 

（平 20） 

  ＊「鹿児島県男女共同参

画基本計画」策定〔計画

期間：平 20 年度～平 24

年度〕 

2009 

(平 21） 

 ＊「育児・介護休業法」改正 ＊男女共同参画室設置 

＊「配偶者等からの暴力

の防止及び被害者支援

計画」改定 

2010 

（平 22） 

＊第 54 回国際婦人の地位

委員会「北京＋15」策定 

＊「第３次男女共同参画基

本計画」 

 

2011 

(平 23） 

  ＊鹿児島の男女の意識に

関する調査実施 
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（２）徳之島町の取り組み 

「徳之島町男女共同参画基本計画」の策定にあたっては、「第５次徳之島町総

合計画」において計画の主要施策のひとつとして「男女共同参画社会の推進」を

示し、男女の多様な生き方を可能にする環境の整備や男女共同参画による地域づ

くりの推進、配偶者からの暴力やセクシュアル・ハラスメントの予防・根絶に向

けた取り組みの推進、性別による固定的な役割分担意識の解消を図るための意識

啓発・広報活動の推進、男女共同参画の理念を広く普及させるため生涯を通じて

学習する機会の提供など横断的かつ総合的に施策を推進することとしています。 

また、平成 24 年９月に町民の実態を把握するために「男女共同参画基本計画

に関するアンケート調査」を実施し、この調査結果は今回の計画策定の基礎資料

となっています。 

 

５ 社会・経済環境の変化 

（１）人口減少・少子高齢社会の進展 

町の総人口は、平成７年 13,640 人から平成 22 年 12,090 人となっており、１

割以上減少しています。国勢調査による年齢３区分別人口を見ると、65歳以上の

高齢者の割合（高齢化率）は、平成７年 22.8％から平成 22年 27.2％となってお

り、高齢化が進んでいます。 

人口減少や少子高齢社会の急速な進展は生産人口の減少による社会活力の低

下を招き、安定した社会保障制度の運営も危ぶまれています。また、経済環境の

変化や産業構造の変化により、これまでの経済状況に適してきた様々な制度・慣

行は見直しが必要となってきます。男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分

かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮でき、また、一人ひと

りの多様な生き方の選択を可能にする男女共同参画社会に向けた環境づくりが

求められています。 

 

 合計 
年少人口 

（15 歳未満） 

生産人口 

（15～64 歳） 

高齢人口 

（65 歳以上） 

人数（人） 13,640 2,926 7,603 3,111 
平成 7 年 

割合（％） 100.0 21.5 55.7 22.8 

人数（人） 13,127 2,474 7,322 3,331 
平成 12 年 

割合（％） 100.0 18.8 55.8 25.4 

人数（人） 12,881 2,249 7,236 3,396 
平成 17 年 

割合（％） 100.0 17.4 56.2 26.4 

人数（人） 12,090 1,996 6,800 3,294 
平成 22 年 

割合（％） 100.0 16.5 56.3 27.2 

資料：国勢調査 
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【年齢３区分別人口推移（徳之島町）】 
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【人口ピラミッド（徳之島町）】 
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資料：国勢調査 

資料：住民基本台帳 平成 24 年３月 
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（２）就業構造の状況 

平成 22 年の国勢調査における年齢別の労働力率を男女別に見ると、男性は 20

歳代から 50 歳代まで、ほぼ同様の割合で働いており、グラフの形は台形となっ

ています。一方、女性は 20歳代から 30歳代前半にかけて働く人の割合が減少し、

30 歳代後半から 40 歳代後半にかけて徐々に増加するＭ字型の曲線（Ｍ字曲線）

になっています。これは、女性の働き方における日本の特徴といわれる「一時就

業中断型」を示すもので、本町も同様の状況にあります。 
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資料：国勢調査 

資料：鹿児島県、徳之島保健所 

【合計特殊出生率の推移（徳之島町）】 

【５歳階級別労働力率（徳之島町）】 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 目指すべき姿 

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により、誰もが安心していきいきと暮らせる

心豊かな社会の実現を目指すことを目的に、本計画の目指すべき姿を「みんなが主

役、協働で展開する結いのまちづくり」とし、男女共同参画社会を推進していきま

す。 

２ 基本理念 

本町は、男女共同参画基本法（第３条～第７条）の理念に基づき、男女共同参画

社会づくりの実現をめざします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．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。 
 
２．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。 
 
３．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。 
 
４．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。 
 
５．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。 
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３ 基本目標 

５つの基本理念のもとに、次の４つの基本目標を掲げ、町民・事業者・行政がそ

れぞれの課題を共有し、ともに男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきま

す。 

 

 

基本目標Ⅰ　男女が互いの人権を認め合う意識づくり

男女が社会の対等なパートナーとして活躍できるよう、お互いの人権を認め合
う意識作りを進めていく必要があります。

基本目標Ⅱ　あらゆる分野へ男女がともに参画できる社会づくり

活力あるまちづくりを進めるために、あらゆる分野へ男女がともに参画できる
社会づくりを進めていく必要があります。

基本目標Ⅲ　男女がいきいきと働ける環境づくり

誰もが、男女の区別なく一人の人間として多様なライフスタイルを選択できる
よう、行政、事業者、労働者が一体となって、男女がいきいきと働ける環境づ
くりを進めていく必要があります。

基本目標Ⅳ　男女がともに健やかに過ごせる生活づくり

一人ひとりの個性と能力を生涯にわたって十分に発揮できるよう、男女がとも
に健やかに過ごせる生活づくりを推進していく必要があります。
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４ 計画の性格 

１．この計画は、男女共同参画社会基本法第14条第３項に基づく「市町村男女共

同参画計画」であり、本町の男女共同参画推進のための総合的な計画です。 

２．この計画は、第５次徳之島町総合計画に基づき、本町における男女共同参画

の推進を目指し、基本目標である「みんなが主役、協働で展開する結いのまち

づくり」を実現するための個別計画です。 

３．この計画は、地域の特性を考慮し、町民に意見を反映するために、平成 24年

に実施した「男女共同参画基本計画に関するアンケート調査」の結果や、徳之

島町男女共同参画懇話会における議論及び、パブリックコメントの意見募集の

結果を踏まえて策定しています。 

４．この計画には、町の取り組むべき施策と併せて、町民、事業者の取り組みを

掲げており、本町の男女共同参画の推進に向けて町民、事業者、行政が一体と

なった取り組みを進めようとするものです。 

 

５ 計画の期間 

この計画の期間は、平成 25年度から平成 34 年度までの 10年間とします。 

また、計画における具体的施策については、前期を平成 25 年度から平成 29 年度

までの５年間、後期を平成 30 年度から平成 34 年度までの５年間として推進し、社

会情勢の変化等により変更が必要とされる場合は見直しを行います。 

 

６ 計画の体系 

（１）目指すべき姿 

 

 

 

 

 

（２）基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくり 

１．男女の人権の尊重（男女共同参画基本法 第３条） 

２．社会における制度、慣行についての配慮（男女共同参画基本法 第４条） 

３．政策等の立案及び決定への共同参画（男女共同参画基本法 第５条） 

４．家庭生活における活動と他の活動の両立（男女共同参画基本法 第６条） 

５．国際的協調（男女共同参画基本法 第７条） 
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（３）基本目標・方針・施策の方向 

    

基本目標

Ⅰ　男女が互いの
　人権を認め合う
　意識づくり

（１）男女共同参画についての理解・意識
     づくり

方　　針

（２）国際的視野に立った男女共同参画の
     推進

（１）政策・方針決定の場への男女共同参画
     の促進

（２）家庭・地域社会における男女共同参画の
　　 促進

（１）働く場における男女共同参画のための
     環境整備

（２）女性の就業等チャレンジ支援

（３）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
     の推進

（１）生涯を通じた健康支援

（２）安心して子育てできる環境整備

（３）高齢者・障がい者・外国人等が安心して
     暮らせるための 環境整備

（４）配偶者等に対するあらゆる暴力根絶の
     ための環境整備

Ⅱ　あらゆる分野へ
　男女がともに参画
　できる社会づくり

Ⅲ　男女がいきいき
　と働ける環境づくり

Ⅳ　男女がともに
　健やかに過ごせ
　る生活づくり
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施策の方向

　①　家庭・学校・地域等における理解・意識づくりの推進

　②　男性・子どもへの理解・意識づくりの推進

　③　広報・啓発活動による理解・意識づくりの推進

　①　国際社会の動向の把握

　②　国際理解・国際交流の推進

　①　多様なライフスタイルに対応した子育て支援対策の充実

　②　地域ぐるみでの子育て支援の推進

　③　ひとり親家庭等への支援

　①　各種審議会・委員会等への女性の積極的登用

　②　女性の人材育成と管理・指導的立場への登用促進

　①　家庭生活での男女共同参画の促進

　②　まちづくりや防災活動等での男女共同参画の促進

　①　男女の均等な雇用機会と待遇の確保

　②　働きやすい職場環境の整備

　①　女性の職業能力の訓練・開発と再就職等の支援

　②　自営業等に従事する女性の支援

　①　ワーク・ライフ・バランスの普及啓発

　②　育児・介護等と仕事の両立のための環境整備

　①　ライフステージに応じた健康支援

　①　高齢者・障がい者・外国人等が暮らしやすい環境整備

　②　高齢者・障がい者・外国人等の社会参加の促進

　①　配偶者等に対する暴力の防止

　②　配偶者等に対する暴力の被害者支援
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第３章 計画の内容 

１ 基本目標Ⅰ 男女が互いに人権を認め合う意識づくり 

男女共同参画の考え方は、以前に比べると徐々に浸透してきたものの、長い歴史

や伝統の中で社会的に形成された「男は仕事、女は家庭」といった考え方に代表さ

れるような性別による固定的な役割分担意識は依然として残っています。こうした

考え方は、一人ひとりの多様な生き方を制限する要因となり、とりわけ女性が主体

的に生きるための自由な選択や能力発揮の妨げとなっています。また、「生活費を稼

ぐのは夫の仕事」といったような固定的な意識が、男性にとってプレッシャーとな

ることもあります。 

男女共同参画社会の実現のためには、性別による固定的な役割分担意識、偏見や

性差別などが社会的に作られたものであることを一人ひとりが理解し、意識を改革

していく必要があります。また、国際社会の取り組みや先進事例といった情報を収

集・活用するなど、国際的な視野を持つことも大切です。 

男女が社会の対等なパートナーとして活躍できるよう、お互いの人権を認め合う

意識づくりを進めます。 

 

（１）男女共同参画についての理解・意識づくりの推進 

社会制度や慣習の中に形づくられてきた、性別による固定的な役割分担意識を

改善していくために、継続して理解・意識づくりを推進していく必要があります。 

 

① 家庭・学校・地域等における理解・意識づくりの推進 

家庭や学校、地域等のあらゆる場面において、男女共同参画の趣旨や取り組

みについての理解・意識づくりを推進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
 ・家庭における男女共同参画の推進（関係各課） 
   家庭における男女共同参画を推進するため、家庭教育に関する学習機会を

提供します。 
 ・学校等における男女共同参画の推進（学校教育課、社会教育課） 
   「男女の別なく、ともに助けあい、協力すること」を基本とした教育を推

進するとともに、男女共同参画について正しい理解をもった指導者の養成に

努めます。 
 ・地域における男女共同参画の推進（関係各課） 
   町民が生涯にわたり男女共同参画について理解を深められるよう、多様な

学習機会の提供に努めます。 
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・関連図書・資料の収集及び提供（企画課、総務課） 

       男女共同参画に関する図書や資料の収集及び提供を図ります。また、男女

共同参画週間を利用し関連図書を紹介するなど、情報提供に努めます。 
・多様な情報提供の場の充実（企画課） 

       男女共同参画に関するポスターやチラシを公共機関等へ掲示・配置する等、

多様な情報提供を行います。 
 

問 あなたは「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。 

◆調査結果 

   「反対」の割合が 15.４％上回り、「反対」20.4％に対し、「賛成」は 5.0％という結果になって

いる。 

5.0 17.5 17.3 20.4 37.5 2.2

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

H24

(n=416)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 どちらともいえない 無回答

 

 
問 ジェンダー（社会的・文化的につくり上げられた性別）という言葉をご存知ですか。 

◆調査結果 

   「よく知っている」（8.4％）と「聞いたことがある」（18.5％）の合計が 26.9％という結果に

なっている。 

8.4 18.5 63.2 9.9

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

H24

(n=416)

よく知っている 聞いたことがある 知らない 無回答
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問 あなたは、男女平等を推進していくために、どのようなことを学校（小・中・高等学

校）で行うとよいと思いますか。次の中から 3 つ以内で選んでください。 

◆調査結果 

   「生徒指導や進路指導において、男女の区別なく能力を生かせるように配慮すること」（58.7％）

が最も高い割合で、「学習や生活の場で、男女平等意識を育てていくこと」（58.2％）とともに

半数以上の割合を占めている。 

 

8.9

58.2

58.7

9.1

34.9

23.1

19.0

17.3

21.6

1.7

5.6

57.7

11.1

36.3

18.8

20.5

17.9

23.1

2.1

12.5

58.5

57.4

6.8

33.0

28.4

17.6

16.5

18.8

1.1

59.8

0 20 40 60 80

児童・生徒に向けた男女共同参画についての副読本・パンフレットなどを作成すること

学習や生活の場で、男女平等意識を育てていくこと

生徒指導や進路指導において、男女の区別なく能力を生かせるように配慮すること

座席、名簿の順番など、男女を分ける習慣をなくすこと

性に関する正しい知識や命の大切さを伝える教育プログラムを作成すること

教員自身の男女平等についての意識を高めるための研修を行うこと

性暴力やセクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）について相談できる環境を整備するこ

と

PTAなどを通じ、男女平等に関わる教育の理解と協力を深めること

学校生活の中で性別による役割を決めないように配慮すること

その他

(%)

全体 （n= 416）

女性 （n= 234）

男性 （n= 176）

 
 

目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

「男は仕事、女は家庭」に代表されるような固定

観念に同感しない人の割合 
37.7％ 45.0％ 50.0％ 

「ジェンダー」の認知度 26.9％ 40.0％ 55.0％ 

  ※ 現状値は平成 24 年 9 月現在 
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② 男性・子どもへの理解・意識づくりの推進 

男性が果たす役割や幼少期からの教育が非常に重要であることから、男性、

子どもへの理解・意識づくりを推進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・男性の参加を促す学習会等の開催（関係各課） 

   男女の性差にとらわれない家庭教育や子育てが行えるよう、充実した家庭

教育講座や子育て講座、人権教育講座等を実施します。 
   また、ＰＴＡや子ども会の活動等への父親の積極的参加の促進を図ります。 
・親子で参加できる学習会等の開催（関係各課） 

       子ども会や家庭教育学級、人権教育の中で、ビデオ上映や講演会、体験活

動など親子を対象とした事業を実施します。 
 

③ 広報・啓発活動による理解・意識づくりの推進 

広く町民に対して広報・啓発活動を行うことにより、男女共同参画に関する

理解・意識づくりを推進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・男女共同参画に関する情報収集（企画課） 
  男女共同参画に関する動向についての情報収集を行います。 
・啓発紙の発行と充実（企画課） 

       町民と協働により男女共同参画啓発紙を発行するとともに、その充実に努

めます。 
・広報紙と町ホームページの活用（企画課） 
  「広報とくのしま」及び「町ホームページ」を活用し、男女共同参画につ

いての情報を掲載します。 
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問 あなたは、「男女共同参画社会」を形成していくために、今後、町は特にどのような

ことに力を入れていくべきだと思いますか。次の中から 3 つ以内で選んでください。 

◆調査結果 

   「男性も女性と同様に家事や育児、介護などを担うことができるような啓発活動を行う」

（38.1％）の割合が最も高く、「子育て支援センター事業や地域での子育て支援事業を充実する」

（33.9％）「学校教育や社会教育の中で、男女平等や男女共同参画についての学習を充実する」

（31.0％）などどなっている。 

 

16.6

29.8

31.3

22.6

25.2

38.0

13.9

10.6

10.3

8.2

10.6

33.9

0.7

5.0

15.8

26.9

29.5

20.1

27.4

43.2

13.2

13.2

9.0

8.1

11.5

32.5

0.0

5.1

17.0

33.0

33.5

26.1

22.2

31.8

14.2

7.4

11.9

8.5

8.5

36.4

1.7

7.0

0 20 40 60

広報・啓発活動や学習機会の提供を 充実する

町の各種審議会の委員など、町の施策・方針を決定する場に女性の参画を

増やす

学校教育や社会教育の中で、男女平等や男女共同参画についての学習を充

実する

働く場での男女格差を なくすよ う事業者（企業主）等に対して働きかける

育児休業や介護休業制度の普及啓発を進める

男性も女性と同様に家事や育児、介護などを担うことができる ような啓発活動

を 行う

男女共同参画を推進する町民グループの活動を 支援する

女性の生涯にわたる 健康づくりや支援策や女性保護対策を 充実する

女性の就業支援として、研修やセミナーを 実施する

性暴力や性差別などに関する問題解決に向けた相談窓口を 充実する

社会活動などのリーダーとなる 女性を 養成する

子育て支援センター事業や地域での子育て支援事業を 充実する

その他

特にない

(%)

全体 （n= 416）

女性 （n= 234）

男性 （n= 176）
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（２）国際的視野に立った男女共同参画の推進 

国際社会の取り組みや先進事例といった情報を収集し、活用していくとともに

国際的な視野を持った人材を育成していく必要があります。 

 

① 国際社会の動向の把握 

国際社会における取り組み等について、動向の把握に努める必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・国際的動向についての情報の収集・提供（企画課） 
  男女共同参画に関する国際的な動向についての情報を、収集するとともに、

提供に努めます。 
・広報紙と町ホームページの活用（企画課） 
  「広報とくのしま」及び「町ホームページ」を活用し、男女共同参画につ

いての情報を掲載します。 
 

② 国際理解・国際交流の推進 

これまでの男女共同参画の推進が、国際社会における取り組みと成果を活か

しながら進められている中、さらなるグローバル化の進展を踏まえ、さまざま

な社会的・文化的背景をもつ人々が同じ地域の一員として認めあい、ともに男

女共同参画社会の実現をめざすことが必要です。 

 

【主な取り組み】 
・行政の国際化の推進（企画課） 

       外国人町民が行政情報を正しく習得できるよう、町行政情報の翻訳・通訳

や町ガイドブックの活用など、行政の国際化に努めます。 
・地域の多文化共生の推進（企画課、社会教育課） 

       外国の男女共同参画の状況やライフスタイル等について、理解が深まる交

流の機会を提供し、地域の多文化共生を推進します。 
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２ 基本目標Ⅱ あらゆる分野へ男女がともに参画できる社会づくり 

男女がともに活躍できる分野は広がりを見せていますが、まだ十分であるとは言

えません。特に、政策・方針決定の場においては男性が多数を占めており、女性の

視点や考え方が十分反映できていない状況があります。 

また、地域社会や家庭生活においても、いまだに固定的な役割分担意識が残って

います。 

町民の生活に密着したさまざまな課題の解決には、男女がともに積極的に参画し、

それぞれの視点による意見を取り入れていくことが大切です。 

活力あるまちづくりを進めるために、あらゆる分野へ男女がともに参画できる社

会づくりを進めます。 

 

（１）政策・方針決定の場への男女共同参画の促進 

活力あるまちづくりのために、男女がその性別にかかわりなく社会の対等な構

成員として、女性の政策・方針決定の場への参画や管理・指導的立場への登用の

促進により、男女双方の視点による意見を反映させていく必要があります。 

 

① 各種審議会・委員会等への女性の積極的登用 

女性の視点、意見をより反映するため、各種審議会・委員会等へ女性を積極

的に登用していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・審議会・委員会等への女性の登用（関係各課） 

       政策・方針決定への女性の参画を進めるため、審議会・委員会等への女性

の登用を促進します。 
・女性委員登用率向上の推進（関係各課） 

       審議会等への女性の登用のため、関係部署等への周知とチェックを徹底し、

目標達成に努めます。 
・多様な提案機会の充実（関係各課） 

       町の重要施策の立案や実施に際し、意見提案ができるよう、パブリックコ

メントやアンケート調査など、さまざまな町民参画の機会を提供します。 
 

目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

各種審議会等における女性委員の割合 29.3％ 35.0％ 40.0％ 

  ※ 現状値は平成 24 年 12 月 1 日現在 
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問 政治や行政、企業、地域活動などにおいて、政策の企画や方針決定の過程に女性

の参画が少ない理由は何だと思いますか。次の中から３つ以内で選んでください。 

◆調査結果 

   「家事・育児や介護に支障がでるから」（54.6％）が最も多く、「男性優位の組織運営になって

いるから」（48.1％）、「家庭、職場、地域では、性別で役割を分ける意識が根強いから」（47.8％）

とともに 4 割を超えている。 

  

47.8

48.1

27.4

54.6

17.1

21.9

29.6

1.7

47.0

49.1

30.3

53.4

17.1

21.8

31.2

2.1

49.4

46.6

23.9

16.5

21.6

26.7

1.1

56.3

0 20 40 60

家庭、職場、地域では、性別で役割を分ける意識が根強いから

男性優位の組織運営になっているから

家族の支援・協力が得られないから

家事・育児や介護に支障がでるから

女性の能力開発の機会が不充分だから

女性の活動を支援するネットワークが不足しているから

女性側の積極性が十分でないから

その他

(%)

全体 （n= 416）

女性 （n= 234）

男性 （n= 176）
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② 女性の人材育成と管理・指導的立場への登用促進 

女性が本人の意欲により活躍できるよう、女性の人材育成と管理・指導的立

場への登用を促進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・女性管理職登用の研究・推進（総務課） 

       町が見本となるべく、町職員の管理職への女性登用率向上について庁内連

絡会議等を活用し、研究に取り組みます。 
・ワーキング・グループなどへの女性職員の積極的な参加促進（総務課） 

       ワーキング・グループなどへの女性職員の積極的な参加を促進します。 
・女性リーダーの育成（企画課、総務課） 

   女性リーダーの先進事例を紹介したり、男女共同参画地域リーダーを通じ

た啓発を行ったりするほか、国や県などが主催する女性リーダー育成講座や

シンポジウムについて情報提供を行い、地域における女性リーダーの育成に

努めます。 
 

目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

女性が配置されていない課係の割合 

（正職員のみ） 
62.7％ 55.0％ 50.0％ 

女性が配置されていない課係の割合 

（非常勤等含む） 
47.5％ 40.0％ 35.0％ 

  ※ 現状値は平成 24 年 12 月 1 日現在 
 

（２）家庭・地域社会における男女共同参画の促進 

共働き世帯や核家族の増加など家族形態が多様化する中、家庭生活においては、

家事や育児、介護といった家庭的責任を家族みんなで担っていくことが大切です。

また、生活に密着したさまざまな課題の解決においても男女がともに取り組んで

いくことが大切です。 

 

① 家庭生活での男女共同参画の促進 

家事や育児、介護は家族みんなで担うという意識づくりを推進する必要があ

ります。 

 

【主な取り組み】 
・子育て情報・家庭教育情報の提供（保健福祉課） 

       男女ともに育児参加できるよう、子育て情報紙や広報、ホームページ等を

通じ、子育てや家庭教育に関する情報を積極的に提供します。 
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・家庭教育講座・子育て講座の充実（保健福祉課、社会教育課） 

       男女の性差にとらわれない家庭教育や子育てが行えるよう、充実した家庭

教育講座や子育て講座、人権教育講座等を実施します。 
       また、家庭教育講座への父親の参加の重要性を啓発し、積極的な参加を促

進できる講座を実施できるよう講座内容等に工夫を図ります。 
・男性の育児参加の推進（保健福祉課） 

       男性の育児参加に関する講座や、活動団体の取り組みを広く紹介するなど

の啓発を実施するほか、活動団体の支援を行います。 
 

問 あなたは、次のア～ケのような家庭生活の分担は、実際にあなたの家庭では、主

に男女のどちらが分担していますか。 

◆調査結果 

   「ア．家計を支える」、「ク．高額の商品や土地・家屋の購入を決める」、「ケ．家庭の問題におけ

る最終的な決定をする」は「男性」の割合が高く、「イ．掃除、洗濯、食事の支度等の家事をす

る」、「ウ．日々の家計の管理をする」、「オ．子どもの勉強の指導」、「キ．高齢者、病人の世話・

介護をする」のような家庭内の分担については「女性」の割合が高くなっている。 
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ア．家計を支える（生活費を稼ぐ）

イ．掃除、洗濯、食事の支度等の家事をする

ウ．日々の家計の管理をする

エ．育児、子どものしつけをする

オ．子どもの勉強の指導

カ．自治会・町内会などの地域活動

キ．高齢者、病人の世話・介護をする

ク．高額の商品や土地・家屋の購入を決める

ケ．家庭の問題における最終的な決定をする

男女同じ程度 男性 女性 該当しない 無回答
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② まちづくりや防災活動等での男女共同参画の促進 

まちづくりや防災・防犯活動、環境問題といった地域の課題解決においても

男女共同参画の視点を取り入れていく必要があります。 

 
【主な取り組み】 
・男女共同参画の視点に立った地域防災・防犯の促進（総務課） 

       防災や防犯の分野に女性の視点やニーズを取り入れ、「避難所における女性

への配慮」や「消防団員等防災組織への女性登用」等を実施し、地域の安全

の基盤づくりに努めます。 
 

目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

女性消防団員の登録数 8 人 13 人 20 人 

  ※ 現状値は平成 24 年 12 月 1 日現在 
 

問 あなたは、この 1 年間に何か地域活動に参加したことがありますか。 

◆調査結果 

   地域活動に参加したことが「ある」割合は、女性（58.5％）よりも男性（75.0％）の方が高く

なっている。 
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問 地域における活動分野の中で、これからますます男女共同参画の視点が必要にな

ると思われる活動は、どのようなことだと思われますか。次の中から 3 つ以内で選ん

でください。 

◆調査結果 

   「地域おこしやまちづくり活動」（48.1％）が最も高い割合で、「高齢者の見守り活動などの福

祉分野」（47.1％）、「地域の美化や環境保護活動」（44.2％）が４割を超えている。 
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わからない

その他

(%)

全体 （n= 416）

女性 （n= 234）

男性 （n= 176）
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３ 基本目標Ⅲ 男女がいきいきと働ける環境づくり 

働く女性は増加傾向にあり、労働条件や環境も徐々に改善されていますが、男女

間でまだ格差があることから、職場における男女の均等な機会と待遇の確保などを

一層推進する必要があります。あわせて意欲ある女性がさらに社会で活躍できるよ

うに、就業の継続や再就職などへ向けたチャレンジを支援することも大切です。 

また、家事や子育て、介護については、男女の区別なく家族が協力することが大

切ですが、男性は仕事中心の生活にならざるを得ない状況があることなどから、現

実には女性の負担が大きくなっている状況があります。 

男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画し、いきいきと働き、

活躍していくためには、一人ひとりが仕事、家庭、地域活動などをバランスよく充

実させ、自分の望むライフコースを選ぶことができる「ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）」の実現が必要です。 

誰もが、男女の区別なく一人の人間として多様なライフスタイルを選択できるよ

う、行政、事業者、労働者が一体となって、男女がいきいきと働ける環境づくりを

進めます。 

 

（１）働く場における男女共同参画のための環境整備 

働く場における実質的な男女平等の実現に向けて、事業者、労働者ともに雇用

上の権利・義務等を十分理解していく必要があります。また、働きやすい職場で

あり続けるために、職場においても男女は対等なパートナーであるという意識づ

くりが必要です。 

 

① 男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

男女の均等な雇用機会や待遇の確保を実現するため、関係法令の周知・啓発

等を図る必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・男女雇用機会均等法等の周知（企画課） 

       男女の雇用機会の均等に関する法制度等について、広報紙・町ホームペー

ジを活用して提供を行います。 
・事業所等に対する男女共同参画の啓発（企画課、総務課） 

       事業所等を対象に、女性管理職等の積極的な登用や、職場での固定的な役

割分担意識の見直しなど、働く場における男女共同参画についての啓発に努

めます。 
・企業等における方針決定の場への女性の参画促進（企画課、総務課） 

       企業等における女性管理職等についての先進事例を紹介するなどの啓発を

行うほか、国や県等で実施している女性がステップアップするための講座等

の情報提供を行います。 
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② 働きやすい職場環境の整備 

パワー・ハラスメント(パワハラ)やセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

の防止や育児休暇の取得率向上など、働きやすい職場環境の整備に取り組んで

いく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・パワー・ハラスメント、セクシュアル･ハラスメント防止の啓発促進（企画課、

保健福祉課） 
       チラシ配布や広報紙・町ホームページを活用し、人権侵害であるという意

識が浸透するよう、情報提供や啓発を進めます。 
 

問 あなたはこれまで、職場、地域活動、学校に関わる場で次のようなセクシュアル・

ハラスメント（セクハラ）を受けたことがありますか。あてはまるものをすべて選んでく

ださい。 

◆調査結果 

   「年齢や体のことについて不愉快な意見や冗談を言われた」（20.1％）、「｢女(男)のくせに｣｢女(男)

だから｣と差別的な言い方をされた」（19.2％）などの意見が多くなっている。 

 

9.6

14.2

15.4

8.2

1.0

5.3

7.0

3.4

5.3

2.9

2.6

52.4

12.0

19.2

20.1

12.4

1.3

9.0

11.1

4.7

8.1

4.7

3.4

47.0

6.8

8.0

9.7

2.8

0.6

0.6

1.7

1.7

1.7

0.6

1.7

58.5

0 20 40 60 80

｢結婚する、しない｣など結婚の予定についてたびたび聞かれた

｢女(男)のくせに｣｢女(男)だから｣と差別的な言い方をされた

年齢や体のことについて不愉快な意見や冗談を言われた
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ジロジロと見たり、触られた

宴会でお酌やデュエットなどを強要された

意図的に性的なうわさを流された

つきあいなどをしつこく誘われた

性的関係をもつように強要された

その他

受けたことがない

(%)

全体 （n= 416）

女性 （n= 234）

男性 （n= 176）
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（２）女性の就業等チャレンジ支援 

多くの女性が、子どもができても働き続けたい、あるいは子どもが大きくなっ

たら再び働きたいと考えていることから、意欲のある女性の社会参画をいっそう

促進するため、女性の職業能力の向上や再就職へ向けた支援が必要となっていま

す。 

また、家内労働に従事する女性は、家族経営的な職業が業務と生計を分けた捉

え方が難しいことなどから、多くはその役割が会社員等と同じように職業として

十分に評価されていない状況にあることから、対等なパートナーであるという意

識づくりを推進する必要があります。 

 

① 女性の職業能力の訓練・開発と再就職等の支援 

女性が職業選択の幅を広げることができるよう、職業能力の訓練・開発を支

援するとともに、意欲ある女性の再就職等を支援する必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・就職・就労に関する情報の提供（企画課） 

       女性が能力を発揮できる就職・再就職等、就業に関する情報を広報紙・町

ホームページを活用して提供を行います。 
     ・女性の職業能力開発に向けた事業の実施（企画課） 
       町民と協働により、女性の職業能力開発に向けた事業を実施するとともに、

関係団体等の支援をします。 
     ・関係機関との連携（企画課、総務課、住民生活課） 
       女性が能力を発揮できる就業を支援するため、ハローワークや商工会、シ

ルバー人材センターなどと連携を図ります。 
 

② 自営業等に従事する女性の支援 

自営の商工業や農林水産業といった家内労働に従事する女性も労働者であり、

対等なパートナーであることから、自営業等に従事する女性を支援する必要が

あります。 

 

【主な取り組み】 
・自営業等で働く女性の就業条件の向上（企画課、総務課、農林水産課） 

       農業における「家族経営協定」の啓発・促進を図るなど、自営業等で働く

女性の就業条件の向上に努めます。 
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目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

家族経営協定締結農家の人数 9 人 10 人 11 人 

認定農業者の人数 119 人 124 人 129 人 

  ※ 現状値は平成 24 年 12 月 1 日現在 
 

（３）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

男女が性別に関係なく、一人の人間として仕事、家庭、趣味などをバランスよ

く充実させ、多様なライフスタイルを選択できるよう、ワーク・ライフ・バラン

スの普及啓発とその実現のための環境整備を進める必要があります。 

 

① ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 

ワーク・ライフ・バランスの意識の普及啓発を推進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・ワーク・ライフ・バランスに関する情報の収集と提供（企画課） 

       ワーク・ライフ・バランスに関する情報を収集し、啓発紙や広報紙・町ホ

ームページ、リーフレット等を通じて情報提供し、理解と普及を図ります。 
     ・ワーク・ライフ・バランスに関する事業の実施と支援（企画課） 
       町民と協働により、ワーク・ライフ・バランスに関する事業の推進に努め、

関係団体等の支援をします。 
     ・事業所を対象としたワーク・ライフ・バランスに関する情報提供（企画課、

総務課） 
       町内事業所を対象に、ワーク・ライフ・バランスを推進する事業所の取り

組みや育児・介護休業制度などの情報提供を行い、ワーク・ライフ・バラン

スの推進を図ります。 
 

目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度 33.4％ 45.0％ 60.0％ 

  ※ 現状値は平成 24 年 9 月現在 
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問 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉をご存知ですか。 

◆調査結果 

   「よく知っている」（6.7％）という回答は１割にも満たず、「知らない」（57.2％）という回答

が、約６割となっている。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

H24

(n=416)

よく知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

 
 

問 あなたは、これから男女が家庭と仕事をともに担う社会環境をつくるためには、どの

ようなことが重要だと思いますか。次の中から 3 つ以内で選んでください。 

◆調査結果 

   「保育園、学童保育などの育児環境を充実させること」（45.9％）が最も多く、「男性の家事・

育児・介護を進めること」（35.3％）、「出産後も職場復帰できる再雇用制度を充実させること」

（31.7％）、「パートタイムなどの女性の労働条件を向上させること」（30.8％）が３割を超えて

いる。 
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② 育児・介護等と仕事の両立のための環境整備 

働き続けながら子どもを産み育てたり、家族の介護などができる環境づくり

を推進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・家庭教育講座・子育て講座の充実（保健福祉課、社会教育課） 

       男女の性別にとらわれない家庭教育や子育てが行えるよう、充実した家庭

教育講座や子育て講座、人権教育講座等を実施します。 
     ・男性の育児参加の推進（保健福祉課） 
       男性の育児参加に関する考えを変えるため、子育て情報紙等で「イクメン」

等を紹介するなどの啓発を実施するほか、活動団体の支援を行います。 
     ・地域で支える介護者支援（保健福祉課） 
       性別に関わらず介護の担い手となっている現在、身近な場所で気軽に悩み

が相談しあえるような地域づくりに努め、介護者の負担軽減を図ります。 
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４ 基本目標Ⅳ 男女がともに健やかに過ごせる生活づくり 

核家族化等にともない、育児に不安を抱える親が増えてきていることから、地域

全体で子育てを支えあい協力し合うことが必要になってきています。 

また、高齢者人口に占める女性の割合は高く、高齢者施策の影響は女性の方が強

く受けることや、障がいがあること、外国人であることなどに加え、女性であるこ

とから複合的に困難な状況に置かれている場合があることから状況に応じた支援が

必要です。 

さらに、配偶者等からの暴力は、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、潜在化しやすいことや加害者の犯罪意識が薄い傾向があることか

ら、被害が深刻化しやすい特徴があります。このため、配偶者からの暴力を容認し

ない社会的風土づくりが必要です。 

地域において生涯を通じて心身ともに健やかに過ごすためには、男女がともに性

に関する健康上の問題など、正しい知識を持つことにより、互いの命、性に対する

思いやりを持つことが大切です。 

一人ひとりの個性と能力を生涯にわたって十分に発揮できるよう、男女がともに

健やかに過ごせる生活づくりを推進します。 

 

（１）生涯を通じた健康支援 

女性は妊娠や出産の可能性があるなど、生涯を通じて男性とは異なる健康上の

問題に直面することから、性差に応じた健康支援を受けることが大切です。 

 

① ライフステージに応じた健康支援 

妊娠、出産、子育てなどそれぞれの段階に応じた健康づくりを支援する必要

があります。 

 

【主な取り組み】 
・「『健康どぅ宝』徳之島町 21」の推進（保健福祉課） 

       「健康どぅ宝」徳之島町 21 に基づき、健康増進を促進します。 
     ・健康診査・健康相談・健康教育の推進（保健福祉課、社会教育課） 
       各種健康診査・健康相談の実施や、生涯スポーツの推進・健康づくりに関

する学習機会・情報の提供などにより、生活習慣病の予防や疾患の早期発見

に努めます。 
     ・介護予防事業の実施（保健福祉課） 
       住み慣れた地域で、その人らしい自立した生活が継続できるよう、地域で

の自主的な介護予防活動の場として地域サロンや介護予防教室の展開、個々

の状態に応じた介護予防プログラムを実施します。 
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目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

乳がん検診受診率 23.2％ 30.0％ 40.0％ 

子宮がん検診受診率 20.2％ 30.0％ 40.0％ 

特定健診受診率 33.6％ 60.0％ 60.0％ 

  ※ 現状値は平成 23 年度実績 
 

（２）安心して子育てできる環境整備 

個人の価値観の多様化、社会や経済情勢の急激な変化に伴う核家族化、ひとり

親家庭の増加等により、子育て家庭の育児不安や孤独感の増大といった問題が生

じており、安心して子育てできる環境の整備が必要となっています。 

 

① 多様なライフスタイルに対応した子育て支援対策の充実 

多様な生活様式から生じる子育てに関する諸問題に対応するため、支援を充

実させる必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・次世代育成支援対策地域行動計画の推進（保健福祉課、学校教育課） 

       安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるための施策を、男女

共同参画の視点に配慮しながら総合的かつ計画的に推進します。 
     ・子育て支援サービスの充実（保健福祉課、学校教育課） 
       子育てに関する積極的な情報紙の提供や子育て家庭やひとり親家庭への経

済的支援、ファミリーサポートセンターや子育て支援拠点施設運営、子育て

支援隊など支援サービス充実を図ります。 
     ・多様な保育の充実（保健福祉課、学校教育課） 
       保護者の就労等に応じた多様な保育ニーズに対応できるよう、０歳児保育

や延長保育、病児・病後児保育など、乳幼児の保育事業や学童保育事業など

の充実を進めます。 
     ・子育てに関する相談事業の充実（保健福祉課、学校教育課、社会教育課） 
       子育てに関するさまざまな相談に対応できるよう、子どもと家庭の相談や

母子自立支援相談、教育相談、乳幼児全戸訪問・乳幼児健診のほか、保育所

での相談等、相談事業の充実を図ります。 
     ・次世代に対するワーク・ライフ・バランスの啓発（保健福祉課、学校教育課） 
       次世代を担う子どもたちを対象に、学校等の男女平等教育の中で、ワーク・

ライフ・バランスの重要性について伝えます。 
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② 地域ぐるみでの子育て支援の推進 

家庭のみならず地域ぐるみで子育てを支援していく環境づくりを推進してい

く必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・地域の子育てネットワークや世代間交流の支援（保健福祉課、学校教育課、

社会教育課） 
       親子ネットワークの支援により、地域の子育て家庭の交流を深めるととも

に、学校応援団の活用等による高齢者との児童生徒の交流、中高生や高齢者

と乳幼児との触れ合い講座の実施等により、地域の世代間交流を図ります。 
     ・地域の子育て支援拠点の充実（保健福祉課、学校教育課、社会教育課） 
       親子サークルなど、子どもたちや子育て家庭の身近な地域の子育て支援セ

ンター等の充実を図ります。また、地域で子どもたちを見守る事業の支援を

します。 
 

③ ひとり親家庭等への支援 

ひとり親家庭等における子育てに関する不安や悩みの解決を支援していく必

要があります。 

 

【主な取り組み】 
・ひとり親家庭医療費助成制度（保健福祉課、学校教育課） 

       ひとり親医療費助成制度の周知、活用の促進を行います。 
     ・配慮を要する子どもや家庭への支援（保健福祉課、学校教育課） 
       障がいのある子どもを養育している家庭やひとり親家庭に対しての福祉サ

ービスの提供や特別支援教育支援員の派遣等の支援を行います。 
 

（３）高齢者・障がい者・外国人等が安心して暮らせるための環境整備 

高齢化の進行や家族形態が多様化する中、高齢者・障がい者等の福祉サービス

の充実が求められるとともに、地域で支え合う環境づくりが必要です。また、文

化の異なる人々も安心して暮らせる環境づくりも必要となっています 

 

① 高齢者・障がい者・外国人等が暮らしやすい環境整備 

高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮らすことができる環境づくりを推

進していく必要があります。 
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【主な取り組み】 
・各種相談・支援事業（保健福祉課、住民生活課） 

       高齢者・障がい者・外国人等からの相談に対して指導、助言等を行います。

また、適切な対応や助言ができるよう窓口機能の充実、職員の対応能力の向

上に努めます。 
     ・バリアフリーのまちづくりの推進（建設課、保健福祉課） 
       高齢者・障がい者・外国人等にやさしいまちづくりに努めます。 
 

② 高齢者・障がい者・外国人等の社会参加の促進 

高齢者、障がい者、外国人等が地域で生きがいをもって生活し、社会に参加

できる環境づくりを推進していく必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・介護・高齢者福祉サービスの周知と介護負担の軽減（保健福祉課、住民生活

課） 
       「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、要介護高齢者やその家

族に対し、医療・介護・福祉の様々な方面から支援を行うとともに、地域包

括システムの確立を推進します。 
     ・障がい者サービスの周知と介護・介助負担の軽減（保健福祉課、住民生活課） 
       介助・介護が必要な障がい者とその家族に対して、ホームページ等でサー

ビス利用の周知を図ります。また、自立支援協議会や関係事業所と連携しサ

ービスの提供を行います。 
 

目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

高齢者クラブ会員数 2,276 人 2,350 人 2,450 人 

シルバー人材センター会員数 161 人 180 人 200 人 

  ※ 現状値は平成 24 年 12 月 1 日現在 
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（４）配偶者等に対するあらゆる暴力根絶のための環境整備 

『徳之島町 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画』 

 

性別による固定的な役割分担意識、経済力の格差など、長い時間をかけて形成

された女性と男性の立場関係を背景に、配偶者等からの暴力（ドメスティック・

バイオレンス:ＤＶ）や交際相手からの暴力（デートＤＶ）が問題となっていま

す。 

こうした問題は、個人あるいは家庭の問題と認識されてきたことやお互いの被

害・加害意識の低さなどから、被害者が相談できずに問題が潜在化する傾向があ

ります。また、その被害は女性においてより大きくなる傾向があることや、その

場にいる子どもにも影響を与えることから、暴力を許さず、未然に防止できる社

会づくりに取り組んでいくとともに、被害者に対する支援に取り組んでいく必要

があります。 

 

① 配偶者等に対する暴力の防止 

暴力は犯罪行為であり、配偶者等に対するあらゆる暴力を防止し、根絶する

必要があります。 

 

【主な取り組み】 
・広報紙や町ホームページ、啓発紙等による情報提供（企画課） 

       ＤＶ防止に関する情報を広報紙や町ホームページ、男女共同参画情報紙、

ポスター、リーフレットなど、さまざまな媒体を通じて提供します。 
     ・ＤＶ講座等 学習機会の提供（企画課、保健福祉課、住民生活課） 
       地域におけるＤＶへの理解を深めるため、ＤＶについての出前講座を実施

するなど、学習機会の充実を図ります。 
・女性に対するあらゆる暴力根絶に向けた啓発（企画課、保健福祉課、住民生

活課） 
       ＤＶのほか、性犯罪や売買春、人身売買、ストーカー行為等女性の人権を

著しく侵害する暴力をなくすための啓発や情報提供に努めます。 
     ・学校における人権尊重と暴力を許さない教育の実施（企画課、学校教育課、

社会教育課） 
       男女共同参画週間を活用し、各学校における「男女平等」や「暴力を許さ

ない」という人権教育の充実を図ります。 
     ・デートＤＶ防止に関する啓発（企画課、保健福祉課、住民生活課） 
       「女性に対する暴力をなくす運動」期間を活用し、若い恋人同士間に起こ

る「デートＤＶ」を防止する啓発を実施します。 
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目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

「リプロダクト・ヘルツ・ライツ」の認知度 11.0％ 20.0％ 30.0％ 

  ※ 現状値は平成 24 年 9 月現在 
 

問 あなたは配偶者や恋人などから、ア～シのような行為を受けたことがありますか。 

◆調査結果 

   全ての項目で「まったくない」が最も高い割合を占めているが、「ア．大声でどなられる」、「イ．

交友関係や電話を細かく監視される」、「ウ．何を言っても無視され続ける」、「エ．「誰のおかげで

生活できるんだ」とか「甲斐性なし」と言われる」、「カ．子どもや他人の前で侮辱されたり、ばか

にされたりする」の項目では「経験がある」割合が高くなっている。 

  

23.1

13.9

43.0

63.9

59.9

63.5

69.2

61.5

76.7

69.2

67.8

72.1

77.4

77.9

18.3

19.5

20.0

20.2

21.9

20.7

20.2

20.7

20.7

20.7

20.2

20.2

15.6

5.0

6.3

3.6

3.8

6.5

1.4

4.3

2.9

2.6

1.2

0.7
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1.7

5.8

8.7

4.6
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア．大声でどなられる

イ．交友関係や電話を細かく監視される

ウ．何を言っても無視され続ける

エ．｢誰のおかげで生活できるんだ｣とか
｢甲斐性なし｣と言われる

オ．必要な生活費を渡されない

カ．子どもや他人の前で侮辱されたり、
ばかにされたりする

キ．見たくないのに、ポルノビデオや
ポルノ雑誌を見せられる

ク．いやがっているのに性的行為を強要される

ケ．げんこつや身体を傷つける可能性のある物で、
なぐるふりをしておどかされる

コ．医師の治療が必要とならない程度の暴行を受ける

サ．医師の治療が必要となる程度の暴行を受ける

シ．命の危険を感じるくらいの暴行を受ける

何度もあった 1～2度あった まったくない 無回答
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問 あなたはア～シのような行為がＤＶにあたると思いますか。 

◆調査結果 

   「ア．大声でどなられる」は「ＤＶだと思わない」（45.4％）の割合が高くなっている。それ以

外の項目は、「ＤＶだと思う」の割合が高くなっている。 
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30.8

25.5
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13.7
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア．大声でどなられる

イ．交友関係や電話を細かく監視される

ウ．何を言っても無視され続ける

エ．｢誰のおかげで生活できるんだ｣とか

｢甲斐性なし｣と言われる

オ．必要な生活費を渡されない

カ．子どもや他人の前で侮辱されたり、

ばかにされたりする

キ．見たくないのに、ポルノビデオや

ポルノ雑誌を見せられる

ク．いやがっているのに性的行為を強要される

ケ．げんこつや身体を傷つける可能性のある物で、

なぐるふりをしておどかされる

コ．医師の治療が必要とならない程度の暴行を受ける

サ．医師の治療が必要となる程度の暴行を受ける

シ．命の危険を感じるくらいの暴行を受ける

ＤＶだと思う ＤＶだと思わない 無回答

 

 
② 配偶者等に対する暴力の被害者支援 

ＤＶやデートＤＶの被害者を支援する環境づくりを推進していく必要があり

ます。 

 

【主な取り組み】 
・配偶者暴力に対する相談窓口の充実（企画課、保健福祉課、住民生活課） 

       地域で気軽に相談できる「配偶者暴力」に対する相談窓口の充実を図りま

す。 
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     ・ＤＶに関する情報の収集と調査・研究（企画課、保健福祉課、住民生活課、

建設課） 
       充実した支援を行うため、ＤＶに関する最新の情報を収集します。また、

相談室・シェルターの設置やカウンセリング、加害者・外国人・若者等に対

するＤＶ防止施策などについての調査・研究を行います。 
     ・相談員の資質の向上（企画課、保健福祉課、住民生活課） 
       被害者の状況に応じた適切な相談対応や助言ができるよう、研修や勉強会

等へ参加し、相談員の資質の向上を図ります。 
     ・関連する法制度の適切な運用（関係各課） 
       住民票の写し等の交付時に本人確認及び交付理由の厳格な審査を図ります。

また、司法手続きに関する支援や助言をします。 
 

問 あなたは、夫や妻または恋人からの行為について、だれかに打ち明けたり、相談し

たりしましたか。あてはまるものをすべて選んでください。 

◆調査結果 

   「どこ（だれ）にも相談しなかった」（49.8％）の割合が最も高く、ＤＶについて相談しない人

が半数以上を占めている。相談する場合は、「家族に相談した」（19.1％）、「友人・知人に相談

した」（23.0％）など身近に相談する人が多く、相談する割合が高いのは、男性よりも女性の方

である。 
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警察に連絡・相談した

人権擁護委員に相談した（なやみごと相談等）

女性相談所、女性相談員に相談した

その他の公的な機関に相談した

民間の機関（弁護士、緊急一時保護施設など）に相談した

医師に相談した

家族に相談した

友人・知人に相談した

どこ（だれ）にも相談しなかった

その他

(%)

全体 （n= 209）

女性 （n= 131）

男性 （n= 76）
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問 夫や妻または恋人からの行為について、どこ（だれ）にも相談しなかったのはなぜで

すか。あてはまるものをすべて選んでください。 

◆調査結果 

 「相談するほどのことではないと思ったから」（76.9％）の割合が最も高く、7 割以上を占めて

いる。次に、「自分にも悪いところがあると思ったから」（33.7％）、「相談しても無駄だと思っ

たから」（20.2％）となっている。 
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相談するほどのことではないと思ったから

その他

(%)

全体 （n= 104）

女性 （n= 55）

男性 （n= 48）
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第４章 計画の推進 

１ 町民・事業者等との協働・連携による計画の推進 

計画をより効果的に推進するためには、町民一人ひとりの理解促進とともに、事

業者の自主的な取り組みが必要であることから、町民、関係団体、ＮＰＯ、事業者

等と行政が、それぞれの役割をしっかり理解した上で、対等なパートナーとして連

携し、計画を推進します。 

 

（１）町民との連携・協力した推進体制の充実 

本計画の推進にあたっては、町民による徳之島町男女共同参画基本計画策定懇

話会の意見や提言をはじめ、町民の意向を十分尊重しながら、徳之島町男女共同

参画基本計画推進協議会を中心にした庁内の連携体制の機能強化を図り、施策の

進行管理の徹底を通して、町全体で総合的かつ計画的な取り組みをすすめます。 

 

（２）国・県・近隣自治体・関係機関との連携 

男女共同参画社会の形成の促進に向けては、国際的な動向を捉え、国や県の動

きと連動しながらすすめる必要があります。国・県・近隣自治体・関係機関との

連携及び協力体制を強化し、本町における計画的な取り組みをすすめます。 

 

（３）地域できめ細やかな男女共同参画の推進を担う人材の養成 

町民・自治体・事業所等との協働による推進体制の確立に向け、町民一人ひと

りに届く地域に根ざした広報や啓発活動を推進していくために、地域活動推進員

をはじめとする地域推進リーダー等の養成を検討します。 

 

２ 計画の総合的推進 

（１）男女共同参画基本計画の進行管理 

「男女共同参画基本計画」に位置づけられた実施事業の進捗状況を的確に把握

するために、進捗状況調査の実施など、計画の点検・評価を行います。 

 

（２）施策策定にあたっての配慮 

男女共同参画社会の形成の促進に直接的には関係しない施策も、結果として男

女共同参画社会の形成の促進に影響を及ぼす場合があります。町が施策立案し、

実施する事業のすべてにおいて、男女共同参画の視点に配慮します。 

 

（３）広報・啓発と情報提供 

男女共同参画に関する情報を、町民へ提供します。 
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３ 推進体制図 

 
 

 

第５次徳之島町総合計画

「人と自然が輝き　みんなで紡ぐ きらめきのまち」

【鹿児島県】

男女共同参画基本計画

【徳之島町】

男女共同参画基本計画

【国】

第３次男女共同参画
基本計画

 
       徳之島町
      男女共同参画
       推進協議会

【主要事務】
①基本計画及び行動計画の策
 定及び推進に関すること
②男女共同参画行政関係部門
 の総合調整に関すること
③その他男女共同参画行政の
 推進に関すること

　
       徳之島町
  　  男女共同参画
        懇話会

【主要事務】
①男女共同参画基本計画の策
 定又は変更に関すること
②男女共同参画の推進に係る
 重要な事項に関すること

鹿児島県

連携
・

協力

連携

関係各課

 
　　　 企画課
      （事務局）

【主要事務】
①総合的な企画
②各部署の施策調整
③計画の進行管理等

地域推進員
（地域での推進）

連携
・
協力
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第５章 資料編 

１ 主な取り組み及び数値目標一覧 

（１）男女共同参画推進のための町における主な取り組み 

 

基本

目標 
方 針 主な取り組み 担当課 

家庭における男女共同参画の推進 関係各課 

学校等における男女共同参画の推進 
学校教育課 

社会教育課 

地域における男女共同参画の推進 関係各課 

関連図書・資料の収集及び提供 
企画課 

総務課 

多様な情報提供の場の充実 企画課 

男性の参加を促す学習会等の開催 関係各課 

親子で参加できる学習会等の開催 関係各課 

男女共同参画に関する情報収集 企画課 

啓発紙の発行と充実 企画課 

（１）男女共同参画

についての理解・

意識づくりの推進 

広報紙と町ホームページの活用 企画課 

国際的動向についての情報の収集・提供 企画課 

広報紙と町ホームページの活用 企画課 

行政の国際化の推進 企画課 

 

（２）国際的視野に

立った男女共同参

画の推進 

地域の多文化共生の推進 
企画課 

社会教育課 

Ⅰ 

男
女
が
互
い
に
人
権
を
認
め
合
う
意
識
づ
く
り 
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基本

目標 
方 針 主な取り組み 担当課 

審議会・委員会等への女性の登用 関係各課 

女性委員登用率向上の推進 関係各課 

多様な提案機会の充実 関係各課 

女性管理職登用の研究・推進 総務課 

ワーキング・グループなどへの女性職員の 

積極的な参加促進 
総務課 

（１）政策・方針決

定の場への男女共

同参画の促進 

女性リーダーの育成 
企画課 

総務課 

子育て情報・家庭教育情報の提供 保健福祉課 

家庭教育講座・子育て講座の充実 
保健福祉課 

社会教育課 

男性の育児参加の推進 保健福祉課 

 

（２）家庭・地域社

会における男女共

同参画の促進 

男女共同参画の視点に立った地域防災・ 

防犯の促進 
総務課 

男女雇用機会均等法等の周知 企画課 

事業所等に対する男女共同参画の啓発 
企画課 

総務課 

企業等における方針決定の場への女性の参画

促進 

企画課 

総務課 

（１）働く場における

男女共同参画のた

めの環境整備 

パワー・ハラスメント、セクシュアル･ハラスメント

防止の啓発促進 

企画課 

保健福祉課 

就職・就労に関する情報の提供 企画課 

女性の職業能力開発に向けた事業の実施 企画課 

関係機関との連携 
企 画 課 、 総 務

課、住民生活課 

 

（２）女性の就業等

チャレンジ支援 

自営業等で働く女性の就業条件の向上 
企 画 課 、 総 務

課、農林水産課 

Ⅲ 

男
女
が
い
き
い
き
と
働
け
る
環
境
づ
く
り 

Ⅱ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
男
女
が
と
も
に
参
画
で
き
る
社
会
づ
く
り 
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基本

目標 
方 針 主な取り組み 担当課 

ワーク・ライフ・バランスに関する情報の収集と

提供 
企画課 

ワーク・ライフ・バランスに関する事業の実施と

支援 
企画課 

事業所を対象としたワーク・ライフ・バランスに 

関する情報提供 

企画課 

総務課 

家庭教育講座・子育て講座の充実 
保健福祉課 

社会教育課 

男性の育児参加の推進 保健福祉課 

 

（３）ワーク・ライフ・

バランス（仕事と生

活の調和）の推進 

地域で支える介護者支援 保健福祉課 

「『健康どぅ宝』徳之島町 21」の推進 保健福祉課 

健康診査・健康相談・健康教育の推進 
保健福祉課 

社会教育課 

（１）生涯を通じた

健康支援 

介護予防事業の実施 保健福祉課 

次世代育成支援対策地域行動計画の推進 
保健福祉課 

学校教育課 

子育て支援サービスの充実 
保健福祉課 

学校教育課 

多様な保育の充実 
保健福祉課 

学校教育課 

子育てに関する相談事業の充実 

保健福祉課 

学校教育課 

社会教育課 

次世代に対するワーク・ライフ・バランスの啓発 
保健福祉課 

学校教育課 

地域の子育てネットワークや世代間交流の支援 

保健福祉課 

学校教育課 

社会教育課 

 

（２）安心して子育

てできる環境整備 

地域の子育て支援拠点の充実 

保健福祉課 

学校教育課 

社会教育課 

Ⅲ 

男
女
が
い
き
い
き
と
働
け
る
環
境
づ
く
り 

Ⅳ 

男
女
が
と
も
に
健
や
か
に
過
ご
せ
る
生
活
づ
く
り 
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基本

目標 
方 針 主な取り組み 担当課 

ひとり親家庭医療費助成制度 
保健福祉課 

学校教育課 （２）安心して子育

てできる環境整備 
配慮を要する子どもや家庭への支援 

保健福祉課 

学校教育課 

各種相談・支援事業 
保健福祉課 

住民生活課 

バリアフリーのまちづくりの推進 
建設課 

保健福祉課 

介護・高齢者福祉サービスの周知と介護負担の

軽減 

保健福祉課 

住民生活課 

（３）高齢者・障が

い者・外国人等が

安心して暮らせる

ための環境整備 

障がい者サービスの周知と介護・介助負担の 

軽減 

保健福祉課 

住民生活課 

広報紙や町ホームページ、啓発紙等による情報

提供 
企画課 

ＤＶ講座等 学習機会の提供 

企画課 

保健福祉課 

住民生活課 

女性に対するあらゆる暴力根絶に向けた啓発 

企画課 

保健福祉課 

住民生活課 

学校における人権尊重と暴力を許さない教育の

実施 

企画課 

学校教育課 

社会教育課 

 

（４）配偶者等に対

するあらゆる暴力

根絶のための環境

整備 

デートＤＶ防止に関する啓発 

企画課 

保健福祉課 

住民生活課 

 

Ⅳ 

男
女
が
と
も
に
健
や
か
に
過
ご
せ
る
生
活
づ
く
り 
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（２）計画の数値目標 

 
目 標 現状値 平成 29 年度 平成 34 年度 

「男は仕事、女は家庭」に代表されるような固定

観念に同感しない人の割合 
37.7％ 45.0％ 50.0％ 

「ジェンダー」の認知度 26.9％ 40.0％ 55.0％ 

各種審議会等における女性委員の割合 29.3％ 35.0％ 40.0％ 

女性が配置されていない課係の割合 

（正職員のみ） 
62.7％ 55.0％ 50.0％ 

女性が配置されていない課係の割合 

（非常勤等含む） 
47.5％ 40.0％ 35.0％ 

女性消防団員の登録数 8 人 13 人 20 人 

家族経営協定締結農家の人数 9 人 10 人 11 人 

認定農業者の人数 119 人 124 人 129 人 

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度 33.4％ 45.0％ 60.0％ 

乳がん検診受診率 23.2％ 30.0％ 40.0％ 

子宮がん検診受診率 20.2％ 30.0％ 40.0％ 

特定健診受診率 33.6％ 60.0％ 60.0％ 

高齢者クラブ会員数 2,276 人 2,350 人 2,450 人 

シルバー人材センター会員数 161 人 180 人 200 人 

「リプロダクト・ヘルツ・ライツ」の認知度 11.0％ 20.0％ 30.0％ 
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２ 男女共同参画社会基本法 

平成十一年 六月二十三日法律第七十八号 
改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 
 
 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平

等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進

められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速

な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同

参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会

を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を

示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関す

る取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応

できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画

社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必

要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。  
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（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられるこ

と、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を

発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨とし

て、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、

性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に

対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害す

る要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女

の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若

しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定

に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならな

い。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会

の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこ

とができるようにすることを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を

有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行

われなければならない。  

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての

基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進

に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に

応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、

基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければ

ならない。  

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため

必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講

じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなけ

ればならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して

講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文

書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画

（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

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） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。  

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

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱  
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二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、

当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように

努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認

められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成

に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民

の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又

は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の

処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社

会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外

国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国

際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支

援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

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

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理するこ

と。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女

共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項

を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監

視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要

があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理

大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であっ

てはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定

する議員の総数の十分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前

項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  
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（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その

他会議に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）

の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。  

 （施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並

びに第三十条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他

の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任

期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にか

かわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必

要となる経過措置は、別に法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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３ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

平成十三年 四月十三日法律第三十一号 
最終改正 平成十九年 七月十一日法律第百十三号 

 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の

擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である

にもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶

者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に

対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げと

なっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者

からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。こ

のことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも

沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備す

ることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を

制定する。 
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第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対す

る暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この

項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に

対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力

等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ること

を含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者

の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下

この条及び次条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに

次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計

画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  

三その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

重要事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以

下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 
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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。 

 

第二章 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） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶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、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時におけ

る安全の確保及び一時保護を行うこと。  

四被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援

護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。  

五第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関

への連絡その他の援助を行うこと。  

六被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関

との連絡調整その他の援助を行うこと。  
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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） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴

力に限る。以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならな

い。 

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（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に

関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈し

てはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力に

よって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に

対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供

するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた

場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力

相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必

要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるとき

は、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三

年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害

者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 
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（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括す

る方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又

は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力によ

る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当

と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その

他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うもの

とする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する

事務所（次条において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年

法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び

寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところに

より、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又

は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、

その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る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。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害

者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章

において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身

体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）に

より、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶

者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配 
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偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）に

より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十

八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該

配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に

生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に

おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。  

二命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としてい

る住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁

判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと

を命ずるものとする。 

一面会を要求すること。  

二その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態

に置くこと。  

三著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話

をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信するこ

と。  

五緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。  

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。  
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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十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同

居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を

行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において

同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は

当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいし

てはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であると

きは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と

社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者

と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号に

おいて「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行

っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるとき

は、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）そ

の他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命

ずるものとする。 

５ 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） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日

本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地

方裁判所にもすることができる。 
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一申立人の住所又は居所の所在地  

二当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行

われた地  

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」と

いう。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況  

二配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を

受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情  

三第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該

同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止す

るため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

四第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該

親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当

該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

五配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項

について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があ

るときは、次に掲げる事項  

イ当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称  

ロ相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所  

ハ相談又は求めた援助若しくは保護の内容  

ニ相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容  

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事

項の記載がない場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事

項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五

十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判を

するものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日

を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることに

より保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この

限りでない。 
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２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合

には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対

し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して

執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合にお

いて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センタ

ー若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保

護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関し

て更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。

ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若

しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を

申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するも

のとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職

員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に

当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある

ときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立

人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることが

できる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明ら

かな事情があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てに

より、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停

止を命ずることができる。事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。 
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４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ず

る場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられてい

るときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、

同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁

判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しく

は第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取

り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知

をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令

を取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立て

があった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項

第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定によ

る命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項

第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二

週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所

がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様と

する。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所

が前項の規定により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられ

た命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同

一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、

裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が

生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了する

ことができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当

該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認め

るときは、当該命令を発しないことができる。 
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２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第

一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及

び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前

各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八

条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項

本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事

件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に

関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあって

は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

でない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいな

い場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当

該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第

二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を

行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に

関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の

規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な

事項は、最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係

のある者（次項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害

の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保

持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴

力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 
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（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理

解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復

させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の

養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるもの

とする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要す

る費用（次号に掲げる費用を除く。）  

二第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に

規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に

要する費用  

三第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する

費用  

四第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当

と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費

用  

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要す

る費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定に

より支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、そ

の十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助

することができる。 

一都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四

号に掲げるもの  

二市が前条第二項の規定により支弁した費用  
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第六章 罰則 

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に

処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書によ

り保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。た

だし、第二章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条

及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの

身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合におけ

る当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四

号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中

「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この

法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規

定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 
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２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理

由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

と同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規

定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった

場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」と

あるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施

行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜら

れるものとする。 

 

附則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条

の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による 
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４ 徳之島町男女共同参画推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 男女が、社会の対等な構成員として、その能力と個性を十分に発揮する

ことができ、かつ、共に責任を負うべき男女共同参画社会の実現を図るた

め、徳之島町男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行う。 

（１）男女共同参画社会実現に係る施策の総合的な推進に関すること。 

（２）男女共同参画社会実現に係る施策の関係課等間の総合的な連絡調整に関

すること。 

（３）その他男女共同参画社会の形成促進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 副会長は、副町長をもって充てる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職

務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 推進会議は、会長が必要に応じ招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させて意見を聴くことが

できる。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、企画課において行う。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、

会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

 

総務課長 

企画課長 

農林水産課長 

保健福祉課長 

住民生活課長 

会計課長 

税務課長 

建設課長 

耕地課長 

収納対策課長 

地域営業課長 

水道課長 

議会事務局長 

選挙管理委員会事務局長 

農業委員会事務局長 

学校教育課長 

社会教育課長 

花徳支所長 
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５ 徳之島町男女共同参画懇話会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 徳之島町における男女共同参画社会の実現に向けて、広く意見を聴し、

基本計画の策定及び男女共同参画社会形成に係る施策を総合的に推進する

ため、徳之島町男女共同参画懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会は、男女共同参画社会づくりに関する諸問題について研究・協議

し、必要に応じて町長に報告を行うものとする。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員１０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

（１） 町内の団体及び関係機関の代表者 

（２） 町内企業及び事業所の代表者 

（３） 学識経験を有する者 

（４） その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２ 懇話会は、必要に応じて専門家に意見を聴くことができるものとする。 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、企画課において行う。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、町

長が別に定める。 

 

附 則 

 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 
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６ 徳之島町男女共同参画懇話会委員名簿 

 

役 職 氏 名 所 属 等 

会 長 東 田 順 子  徳之島町社会福祉協議会 

副 会 長 貞 勝 仁  徳之島町高齢者クラブ 

委 員 山 口 史  徳之島町自治公民館連絡協議会 

委 員 幸 田 孝 継  徳之島町教育委員 

委 員 奈 良 島 昭 子  徳之島町母子寡婦福祉会 

委 員 米 良 洋 子  徳之島町地域女性団体連絡協議会 

委 員 池 本 光 子  徳之島町人権擁護委員 

委 員 永 吉 清 美  参画２１とくのしま 

委 員 嶺 山 恵 子  徳之島町ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 長 川 哲 也  徳之島町企画課長 
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７ 用語集 

 
 あ 行  

育児・介護休業法 

 平成３（1991）年に成立した育児休業法が、平成７（1995）年に育児・介護休業

法として改正されました。男女の労働者に対し、満１歳未満の子の養育のため

の休業や、常時介護を必要とする親族の介護のための３か月未満の休業を認

めています。 

 直近では平成22（2010）年に改正が行われ、子育て期の短時間勤務制度の義

務化や「パパ・ママ育休プラス」など父親も子育てができる働き方の実現等が盛

り込まれました。 

Ｍ字カーブ 

 女性の年齢別就労率（労働力人口比率、労働力率）をみた場合、学卒後と子

育て後終了後を２つの山とし、その間の子育て期が谷のようになって、ちょうど

M の字のような形になっていることをいいます。 

 結婚・出産を期に退職、子育て後に再就職という、特に日本に顕著な傾向で

す。多くの国では子育て期も就労を継続していることから谷間のない台形状の

就労形態になっています。 

 か 行  

家族経営協定 

 家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画でき

る魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやす

い就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるもの

です。 

クォータ制（割当制） 

 ポジティブ･アクション（後述）の手法の一つで、人種や性別等を基準に一定の

人数や比率を割り当てる制度のこと。公的機関や公的委員会における任用・任

命が一方の性に偏ることのないよう、一定の女性比率を確保する例が挙げられ

ます。 

合計特殊出生率 

 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、特定年齢

の出生率に応じた出産をすると仮定した女性一人あたり平均的出産子ども数を

いいます。この女性数には未・非婚者が含まれており、日本では、未・非婚者の

増加、晩婚化、出産年齢の上昇、カップルの出生子ども数の減少によって低下

してきました。 

固定的性別役割分担 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるに

もかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え

方のことをいいます。固定的な考え方によって男性・女性の役割を決めている例

として、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等が

あります。 
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 さ 行  

ジェンダー 

（社会的・文化的に 

形成された性別） 

 生物学的な性別（セックス／sex）とは違い、社会通念や慣習の中には、社会

によってつくり上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性の別

を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいます。「社会

的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いといった価値を含むも

のではなく、国際的にも使われているものです。 

ＧＩＩ（ジェンダー不平等

指数） 

Gende Inequality Index 

 GII は、リプロダクティブ・ヘルス（妊産婦死亡率と、若年妊娠出産率）、エンパ

ワーメント（議員の男女比と、初等・中等教育の男女比）、労働市場（女性の労

働市場参加率）の３つの側面、５つの指標によって、ジェンダー平等度を数値化

したものです。ジェンダー不平等によって、その国の人間開発にどれほどの損失

が生じたと考えられるかを測ることを目的としています。2010 年の日本の指数

は、138 ヶ国中 12 位となっています。 

女性の 

エンパワーメント 

 女性が、自己決定する力、仕事上の技術力、経済的な力、物事を決定する場

での発言力等を身につけ、その力を発揮し、さまざまな政策決定過程に参画す

ることを意味します。 

女性に対する 

暴力をなくす運動 

国では、毎年 11 月 12 日から「女性に対する暴力撤廃国際日」である 11 月 25

日までの２週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間と定めており、

国や地方公共団体、関係機関、市民活動団体などが連携して、女性に対する暴

力を根絶するための取組みを全国的に行っています。 

セクシュアル・ 

ハラスメント（セクハラ） 

 相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係

の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所でのわいせつな写真の掲示な

ど、様々な様態のものが含まれます。 

 た 行  

男女雇用機会均等法

（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） 

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性

労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進

することを目的として、昭和 61（1985）年 4 月から施行されました。その後、平成

9（1997）年には、差別禁止規定、職場のセクハラ防止やポジティブ・アクションの

促進を盛り込む改正が行われました。さらに、平成 18（2006）年には、差別の禁

止範囲を男女双方に拡大し、体力や勤務条件等による間接差別の禁止や妊

娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等を盛り込む改正が行われまし

た。 

男女共同参画社会 

 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

社会とされています。 
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男女共同参画社会 

基本法 

 男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国の最重要課題と位置付けてお

り、男女の人権が尊重されかつ、少子高齢化等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が緊要であるとして、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自的とした法律で、平成 11

（1999）年 6 月に施行されました。 

男女共同参画週間 

 男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、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形

成に向け、男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）の目

的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、「男女共同参画週間」が平

成 13 年に設けられました。毎年 6 月 23 日から 6 月 29 日までの 1 週間です。 

デート DV  婚姻していない恋人間で起こるドメスティック・バイオレンス（DV）をいいます。 

ドメスティック・ 

バイオレンス（ＤＶ） 

(Domestic Violence) 

 明確な定義はありませんが、一般的には「配偶者や交際相手等の親密な関係

にある、またはあった者からふるわれる暴力」という意味で使用されることが多

く、殴る、蹴るなどの身体的なもの、大声でどなる、無視する、生活費を渡さない

など精神的なもの、性関係を強要するなど性的なものなどが挙げられます。 

 な 行  

認定農業者 

認定農業者は、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町

村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人のことで、担い手農業者とも呼ば

れます。 

 は 行  

配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護に関する法律 

( 配偶者暴力防止法) 

 平成 13 年４月に成立し、平成 14 年４月１日から全面施行された法律で、これ

まで「犯罪とまでは認識されていなかった」夫婦間の暴力が、はっきり犯罪として

規定されるとともに、改正法では「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」と規定されています。 

バリアフリー 
 障がい者や高齢者などハンディを持つとされる人が社会生活をしていく上で、

障壁（バリア）となる物や環境を取り除く考え方をいいます。 

パワー・ハラスメント

（パワハラ） 

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性

を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場

環境を悪化させる行為をいいます。この行為は上司から部下に行われるものだ

けでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性

を背景に行われるものも含まれます。 

ポジティブ・アクション

（積極的改善措置） 

 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に係る

男女間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、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて

実施していくものです。 
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 ま 行  

メディア・リテラシー 

「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

な能力です。 

 や 行  

ユニバーサルデザイン 
 障がいの有無、年齢、性別、国籍等に関わりなく、誰もが利用しやすい物や環

境をあらかじめつくる考え方です。 

 ら 行  

ライフスタイル 
 生活様式のこと。衣食住など日常の暮らしから、娯楽、職業、居住地の選択、

社会との関わり方まで含む、広い意味での個人や集団の生き方のことです。 

ライフステージ 
 人間の一生を、幼年期、少年期、青年期、壮年期、老年期などに分けた、それ

ぞれの段階。 

リプロダクティブ・ 

ヘルス／ライツ 

 リプロダクティブ・ヘルスは、ライフサイクルを通じて個人、特に女性の健康の

自己決定権を保証する考え方、リプロダクティブ・ライツはそれをすべての人々

の基本的人権として位置付ける理念で、平成6（1994）年、カイロで開催された国

際人口・開発会議で提唱されました。 

 女性が身体的、精神的、社会的に良好な状態により安全な性生活を営み、子

供をいつ何人産むか、または産まないかなどを、当事者である女性に幅広い自

己決定権を認めようとする考え方で、妊娠、出産、中絶に関わる女性の生命の

安全や健康を重視したものです。 

 わ 行  

ワーク・ライフ・ 

バランス 

（仕事と生活の調和） 

 一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとと

もに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各

段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会をいいます。 
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