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○ 本計画は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）

第１４条第３項に規定する当町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です。 

○ 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６条第２項に規定する当町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です。 

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

１３年法律第３１号）第２条の３第３項に規定する当町における

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です。 



計画の策定にあたって 

中山町では「男女共同参画基本法」に基づき、平成２５年３月に第１次中山

町男女共同参画計画を策定し「男女が互いに思いやりをもって支えあうまち」

を基本目標として様々な事業に取組んでまいりました。 

 しかし、平成29年 9月に実施した「男女共同参画に関する町民意識調査」

によれば、社会の様々な分野における男女間の不平等や性別による固定的な役

割分担意識がいまだに存在している状況が分かりました。 

 町では、このような結果を踏まえながら、女性が職業生活においてより活躍

できる社会を目指すための「職業生活における女性活躍推進計画」とドメステ

ィックバイオレンスに対応するための「DV防止基本計画」を同時に盛り込ん

だ第2次男女共同参画計画をこのたび策定し、様々な施策を展開してまいりま

す。 

 結びに、この計画を策定するに当たり、貴重な御意見、御提言をいただきま

した中山町男女共同参画推進委員会の皆さまをはじめ、意識調査にご協力いた

だいた町民の皆さま、関係者の皆さまに心から御礼申し上げます。 

平成３０年３月 

中山町長 佐 藤 俊 晴 
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中山町男女共同参画計画 第１章

第１章 計画の基本的な考え方 

 １ 計画策定の趣旨 

   当町では、男女が自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画

し、共に責任を担う男女共同参画社会の形成を推進するため、平成２５年３

月に「中山町男女共同参画計画」を策定し、町民と行政が連携しながら、計

画に定めた様々な施策を推進してきました。これまでの取組みを通して成

果が表れている分野がありますが、社会全体としては男女共同参画の理解

が十分に得られているとは言えない状況です。また、少子高齢化に伴う人口

減少はますます加速し、非正規労働者の増加に伴う格差拡大等、社会・経済

情勢は大きく変化しています。 

   こうした中、平成２７年９月に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。以下「女性活躍推進法」という。）が

公布・施行され、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、急速な少子高齢化の進展、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しようという流れが一層強まっています。 

   また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１

３年法律第３１号。以下「ＤＶ防止法」という。）では、男女平等の実現に

向けて妨げとなる、配偶者への暴力防止に向けた体制の整備について定め

ており、各市町村に対して取組みを促しています。 

当町においても、地方公共団体の責務として「男女共同参画社会基本法（平

成１１年法律第７８号。以下「男女共同参画法」という。）」や「女性活躍推

進法」、「ＤＶ防止法」といった各種法律や、国や県の男女平等に関する施策

を基本としながら、地域の特性を活かした男女共同参画社会づくりのための

施策や取組みを効果的に推進していくことが重要です。この計画は、当町に

おける男女共同参画と女性の職業生活における活躍を推進し、配偶者に対す

る暴力防止対策の基本的な指針として策定するものです。 

 ２ 計画期間 

   「第２次中山町男女共同参画計画」、「第１次中山町女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する計画」、「第１次中山町ＤＶ防止基本計画」の計画期間

はいずれも平成３０年度を初年度とし、３４年度までの５年間とします。 
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中山町男女共同参画計画 第１章

 ３ 計画の位置づけ 

  ・ 男女共同参画法第１４条第３項に規定する当町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です。 

  ・ 女性活躍推進法第６条第２項に規定する当町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です。 

・ ＤＶ防止法第２条の３第３項に規定する当町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で

す。 

  ・ 第５次中山町総合計画における男女共同参画分野を補完する個別計画

です。 

平成２５年度
（2013年度）

２６年度
（2014年度）

２７年度
（2015年度）

２８年度
（2016年度）

２９年度
（2017年度）

３０年度
（2018年度）

３１年度
（2019年度）

３２年度
（2020年度）

３３年度
（2021年度）

３４年度
（2022年度）

第１次
中山町男女共同参画計画

第２次

第２次中山町男女共同参画計画

（男女共同参画法）

第１次中山町女性の職業

生活における活躍の推進に

関する計画

(女性活躍推進法)

第１次中山町ＤＶ防止基

本計画

（ＤＶ防止法）
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中山町男女共同参画計画 第２章

第２章 前計画の取組みと課題 

 １ 前計画の取組みと現在の状況 

  第１次中山町男女共同参画計画（平成２５～２９年度）では、以下のような

施策体系で取組みを計画し、数値目標を設定しました。平成２８年度末の状況

は下表のとおりとなっています。 

基本目標Ⅰ 一人ひとりに男女共同参画意識が根付くまち 

施策の方向ⅰ 意識や社会慣行の見直し 

目標項目 単位 
1次計画当初値 

(平成２３年度) 

目標値 

(平成２９年度) 
平成 28年度 

町広報紙及びホームページへの

男女共同参画に関する記事の掲

載回数 

回 4 19 18 

山形市男女共同参画センター

“ファーラ”の講座受講者数 
人   10 8 

男女共同参画に関する研修・講

座回数 
回 0 1 0 

男女共同参画啓発事業数 事業 0 4 3 

人権擁護啓発事業数 事業 11 12 1１ 

施策の方向ⅱ 教育・学習機会の充実 

目標項目 単位 
1次計画当初値 

(平成２３年度) 

目標値 

(平成２９年度) 
平成 28年度 

小中学校における男女共同参画

に関する学習機会の設定総数 
回 0 3 3 

男女共同参画に関する研修・講

座回数（再掲） 
回 0 1 0 
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中山町男女共同参画計画 第２章

基本目標Ⅱ 誰もがいきいきと働き続けられるまち 

施策の方向ⅰ 仕事と家庭生活を両立するための環境づくり 

目標項目 単位 
1次計画当初値 

(平成２３年度) 

目標値 

(平成２９年度) 
平成 28年度 

ファミリー・サポート・センター

登録者総数（協力会員及び利用

会員の総数） 

人   150 79 

電話による育児相談の件数 件 12 20 ６ 

子育てHPのアクセス件数 件 － 6,000 4,812 

早朝・延長保育の受入数 人 28,738 33,538 33,291 

放課後子ども教室利用者数 人 872 1,000 1,291 

放課後児童クラブ登録児童数 人 82 100 91 

子宮頸がん検診受診率 ％ 37.4 45 45.4 

施策の方向ⅱ 職場や家庭における男女共同参画の推進 

目標項目 単位 
1次計画当初値 

(平成２３年度) 

目標値 

(平成２９年度) 
平成 28年度 

男女いきいき・子育て応援宣言

企業※登録事業所数 
企業 0 5 2 

男性の家庭参画促進事業数 回 0 1 1 

※男女いきいき・子育て応援宣言企業 

山形県が企業における女性の活躍や仕事と家庭の両立支援に積極的に取組んでいる企業

または積極的に取組む計画のある企業を「男女いきいき・子育て応援宣言」企業として登

録して広く県民に紹介するとともに登録企業に対して総合的な支援措置を実施するもの。 
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中山町男女共同参画計画 第２章

基本目標Ⅲ みんなの活躍の場が広がるまち 

施策の方向ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大 

目標項目 単位 
1次計画当初値 

(平成２３年度) 

目標値 

(平成２９年度) 
平成 28年度 

女性リーダー育成事業数 回 1 ２ 1 

山形市男女共同参画センター

“ファーラ”の講座受講者数（再

掲） 

人  １０ 8 

審議会等への女性登用率 ％ 21.8 3３ 31.4 

地区役員の女性登用率 ％ 0 5 0 

施策の方向ⅱ 幅広い活動への男女の参画推進 

目標項目 単位 
1次計画当初値 

(平成２３年度) 

目標値 

(平成２９年度) 
平成 28年度 

ＮＰＯ法人数 団体 1 2 2 

ボランティア団体数 団体 21 23 22 

男女共同参画に関する研修・講

座回数（再掲） 
回 0 1 0 

これまで男女共同参画に関する各種啓発活動や事業を実施してきましたが、

目標値には届いていない項目がまだ多くあり、啓発や事業については引き続き

実施する必要があります。 

また、ファミリー・サポート・センターの登録者数など一部の項目については

目標値を大きく下回っており、事業の見直しまたは目標値の再設定が必要です。

さらに、地区役員の女性登用率が２８年度では０％でした。地区の役員について

はまだまだ男女の役割意識が存在していると考えられ、粘り強く声掛けを実施

する必要があります。 
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中山町男女共同参画計画 第２章

２ 数字から見る中山町の課題 

 ①人口の減少と核家族化 

  中山町の人口は、国勢調査によれば平成１７年は１２，５２３人でしたが、

平成２２年は１２，０１５人、平成２７年は１１，３７３人と、この１０年で

１，０００人以上減少しており、この傾向は今後も続くと見込まれています。

男女別の人口の動向についてみると、平成１７年は男性が６，０５５人、女性

が６，４６８人、平成２２年は男性が５，７９１人、女性が６，２２４人、平

成２７年は男性が５，４９４人、女性が５，８６９人となっています。 

また総世帯数に占める核家族世帯※の割合についてみてみると、平成１７年

の国勢調査では５０．０％、平成２２年では５１．７％、平成２７年では５４．

６％と、その割合は上昇傾向にあり、核家族化が進んでいることがうかがえま

す。少子高齢化や未婚、晩婚化が叫ばれるなか、結婚し、子どもを産み育てや

すい、また定住しやすいまちづくりが求められています。 

※核家族世帯 

夫婦のみ、両親またはひとり親と子どもから構成される世帯 

 表１ 中山町の人口の推移と核家族化  

（国勢調査） 

（人） （％）
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中山町男女共同参画計画 第２章

②労働力率  

当町における女性の労働力率※は、ほとんどの世代で全国平均を上回ってお

り、中山町の女性は働いている又は働く意思のある女性が多いことが分かりま

す。 

さらに町民意識調査の結果から、男女共同参画社会の実現には育児や介護と

仕事とを両立するための支援が必要だと考えている人が多いことが分かりま

した。こうしたことから、少子高齢化による労働力人口の減少が懸念される中

で労働力を確保していくためには、出産・育児や介護等をしながらでも仕事を

続けられる環境や制度を整えることが重要な課題となります。 

※労働力率 

就業者数と完全失業者数（仕事についておらず、仕事があればすぐ就くことができ、

仕事を探す活動をしていた者）とを合わせた労働力人口が１５歳以上の人口の各年

齢層に占める割合。 

 表２ 中山町の労働力率  

（平成２７年国勢調査） 
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中山町男女共同参画計画 第２章

 表３ 「男女共同参画社会」を実現するために必要と思われるもの  

（平成２９年度 男女共同参画に関する町民意識調査） 

（N=1,036） 
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中山町男女共同参画計画 第２章

③女性委員の登用率 

当町では平成２０年１２月に「中山町審議会・委員会等委員の選任に関す

る指針」を策定しており、そのなかで「女性委員の積極的な登用を図り、女

性委員の割合が委員総数の３割以上となるように努める。」としています。

また第５次中山町総合計画においては、審議会等への女性登用率を平成３２

年度までに３５％とすることを目標として定めています。当町の状況は平成

２８年度末で３１．４％となっており、第５次総合計画の目標にはまだ達し

ていません。 

急速に変化する社会の流れや複雑化する地域の課題に柔軟に対応してい

くことがますます必要とされており、様々な意見を取り入れながら課題を解

決していく必要があります。女性の参画が得られていない分野においては、

女性の積極的な登用を図っていくための基準の作成や、女性リーダー養成な

どといった取組みを実施していく必要があります。 

 表４  審議会等への女性登用率の推移  

（男女共同参画に関する調査） 

31.2
32.2

31.5 31.4

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

平成２５年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度末

（％）
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中山町男女共同参画計画 第２章

④男女共同参画に対する理解と社会慣行 

 平成２９年度に実施した男女共同参画に関する町民意識調査によれば、男

女共同参画に関する用語（「男女共同参画社会※」、「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）※」、「男女雇用機会均等法」）の理解度はまだ低い

状況にあります。 

また「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」といった性別による役割分担

意識はいまだ少なからず残っている状況であり、依然多くの分野で「男性が

優遇されている」と感じている人が多い状況です。 

 こういったことから、いろいろな世代が男女共同参画を学び、考える場を

提供する機会をつくり、男女共同参画に関する意識の改革や固定的な役割分

担意識の解消を図る必要があります。 

※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 

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

 誰もが仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、

自ら希望するバランスで展開できる状態。 

表５ 言葉の理解度  

（平成２９年度 男女共同参画に関する町民意識調査） 
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中山町男女共同参画計画 第２章

表６ 「夫は外で働き妻は家庭を守るべき」との風潮に対する考え方  

（平成２９年度 男女共同参画に関する町民意識調査） 

 表７  社会生活における男女の扱いに関する意識  

（平成29年度 男女共同参画に関する町民意識調査）

（N=423）

（N=423）
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⑤ドメスティック・バイオレンスの実態 

 配偶者間等親しい間柄での暴力であるドメスティック・バイオレンス※

（以下「ＤＶ」という。）について、男女共同参画に関する町民意識調査に

よれば、実際に暴力を受けたことがあるとの回答は、全体の８．３％でした。

そのうち、自分さえ我慢すればよいと思ったから等の理由で誰にも相談しな

かったとの回答が10.5％ありました。ＤＶ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、近しい人との間で起こることなどから

表面化しにくく、問題意識も低い場合があります。ＤＶは、相手の人格を尊

重する観点から社会全体で考えるべき問題です。そのことを一人一人が理解

するため、啓発活動を充実するほか、DVが発生してしまった場合の相談体

制の構築や、相談体制を知らせる取組みを行い、撲滅を目指していく必要が

あります。 

※ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

 配偶者や恋人など現在親密な関係にある、あるいは以前に親密な関係にあった男女

間における身体的、精神的暴力 

 表８  DVを受けた経験または身近で見聞きしたことがあるか  

（平成２９年度 男女共同参画に関する町民意識調査） 

（N=423）
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みんなが思いやり、支え合い、活躍できるまち 

第３章 目標、基本理念及び施策体系 

 １ 基本目標 

 この計画は、性別によって活躍の場が制限されることなく、みんなが互い

に思いやりをもち、支えあうことによって、誰もが多種多様な場面で活躍し

やすい環境が整えられ、各個人の意欲に応じて個性や能力を発揮できるまち

づくりを目指して策定します。基本目標は以下のとおりとします。

２ 基本理念 

   中山町は、以下の理念により、「みんなが思いやり、支え合い、活躍でき

るまち」の実現を目指します。 

３ 施策目標と施策の方向 

   男女共同参画法第3条では、「男女共同参画社会の形成は、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」としています。男女

共同参画に対する認識は徐々に広がってきていますが、家庭生活や職場、社

会通念、しきたりなど、多くの分野で男性が優遇されていると感じている人

はまだ多い状況です。 

男女の 

人権の尊重 

施策目標Ⅰ 人権を尊重するまちへ 

ワーク・ライ

フ・バランス

（仕事と生活の

調和）の推進 

社会制度や慣行

の見直しと 

共同参画

安心な 

社会づくり

基 本 目 標 の 実 現
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   男女共同参画社会を形成していくために、性別による役割分担意識払拭

等の啓発活動や、教育・学習機会の充実を図っていきます。 

   施策の方向ⅰ 男女共同参画社会を形成するための意識改革 

   施策の方向ⅱ 教育・学習機会の充実 

  近年、急速な少子高齢化の進展、ライフスタイルや価値観の多様化その他

の社会経済情勢の変化が顕著になってきている一方、長時間労働など、働き

方の問題が指摘されています。職業生活において、誰もがいきいきと働き、

充実した生活を送るには、ワーク・ライフ・バランスの取れた社会を実現し

ていくことが必要です。今までの労働慣行を見直し、男性も女性も家事を分

担しながら仕事と家庭生活を両立することで、職場における固定的な性別役

割分担意識を見直すことになります。またそれが、ひとりひとりがより豊か

な生活ができる社会の実現につながります。 

  また、中山町は子育て期の女性の就労意識が高い状況が調査からうかがえ

ます。男女の雇用等における均等な機会を確保し、女性の活躍を推進するた

め、育児や介護等をしながらも働く意欲のある人々が働き続けられる環境の

整備が必要です。 

  誰もがいきいきと働き続けられるまちにするため、ワーク・ライフ・バラ

ンスや職場における男女共同参画を推進していくとともに、子育てや介護の

対する支援を充実していきます。 

  なお基本目標Ⅱに関しては、「中山町女性の職業生活における活躍の推進

に関する計画」を兼ねることとします。 

   施策の方向ⅰ ワーク・ライフ・バランスの推進 

施策の方向ⅱ 職場における男女共同参画の推進 

施策の方向ⅲ 仕事と家庭生活を両立するための環境づくり 

施策目標Ⅱ 誰もがいきいきと働き続けられるまちへ 
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  男女共同参画法第４条では、「男女共同参画社会の形成に当たっては、（中

略）、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。」とされています。人口の減少やそれに伴う地域コミュニティの衰退、

さらに社会の多様化が進展していくなか、男女共に社会で活躍していける環

境を整備することが必要です。地域や家庭における性別による固定的な役割

分担意識を改め、女性が社会の様々な分野に参画し、女性の意見をその分野

の意思決定に取り込み、政策や事業に反映させていける環境の整備を図って

いきます。 

施策の方向ⅰ 女性の意見を社会へ届ける環境整備 

施策の方向ⅱ 地域や家庭における男女の参画推進 

  配偶者間等親しい間柄での暴力であるＤＶは、決して許される行為ではあ

りませんが、いまだに後を絶ちません。ＤＶの根絶と、ＤＶによる被害者の

支援を推進していくための相談体制や啓発活動に取り組んでいく必要があ

ります。 

  また、ひとり親家庭や高齢者のみの世帯など様々な要因から生活が困難な

人々に対しては、相談体制の構築や支援の充実及び制度の啓発などの施策を

実施することが必要です。 

  なお、施策の方向ⅰに関しては、「中山町ＤＶ防止基本計画」を兼ねるこ

ととします。 

施策の方向ⅰ ドメスティック・バイオレンスの根絶 

施策の方向ⅱ 生活が困難な方への支援 

施策目標Ⅲ 互いに思い合い、支え合うまちへ 

施策目標Ⅳ 安心して生活できるまちへ 
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第４章 具体的な取組み 

 基本目標を達成するため、以下のような取組みを実施していきます。  

 施策の方向ⅰ 男女共同参画社会を形成するための意識改革  

  主な施策① 男女共同参画意識の啓発 

   各種広報媒体で計画的に情報提供を行うことにより、男女共同参画意識    

の高揚を図ります。また関係機関で実施される男女共同参画に関するイベン 

トや相談事業等の周知を行い、積極的な参加を促します。 

  主な施策② 男女の意識改革の促進 

   町の各種事業や生涯学習の場等の機会を捉え、性別による固定的な役割

分担意識や社会慣行の見直し等の意識改革に取組みます。また関係機関や

各種団体等との連携を図りながら、講演会やシンポジウム等男女共同参画

の啓発事業を実施します。 

  主な施策③ 人権擁護活動の推進 

   人権擁護委員や学校等と連携し、人権教育の推進及び人権問題に対する

意識の啓発に努めます。また関係機関と連携して、人権を守るための相談体

制を充実させるとともに、人権相談所についての広報を行います。 

  主な施策④ 性的マイノリティ※に対する理解の促進 

   人権尊重の立場から、性的マイノリティに対する理解の促進を図るとと

もに、国や県等の取り組み状況等の情報収集に努め、取組みを検討します。 

 ※性的マイノリティ 

   心の性別と身体の性別が一致しない性同一性障がい者、同性愛者や両性愛者等の性

的少数者のこと 

施策目標Ⅰ 人権を尊重するまちへ 
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施策の方向ⅱ 教育・学習機会の充実  

主な施策① 教育の場や家庭における男女共同参画推進のための教育促進 

  各機関が作成している教材を使用するなどして男女共同参画に関する学

習を様々な機会に取り入れ、学校での教育活動を通して男女共同参画の理解

を深め、基本的人権を尊重し、男女共同参画の考え方を養う教育を推進しま

す。また性別に関わりない自由な職業選択ができるよう男女共同参画の視点

に立ったキャリア教育の充実を図り、児童生徒が自ら主体的に将来を考える

教育を推進します。 

児童生徒等の保護者に対して男女共同参画に関する情報提供や他機関等

と連携して研修機会の充実を図り、家庭での男女共同参画を推進します。 

主な施策② 性同一性障がいに対する理解 

性同一性障がいに係る児童生徒に対する対応に関する文部科学省の通知

を踏まえ、困難を抱える児童生徒の心情等に配慮した対応を行います。また

性同一性障がいに対する理解を深めるとともに、子どもの発達段階に適した

男女共同参画教育推進のため、教育者に対する研修を推進します。 

主な施策③ 男女共同参画推進のための学習機会の充実 

   男女共同参画に関する講座等を企画開催し、町民の学習機会増加を目指

します。また、町外で実施される男女共同参画事業に関しても、町民が自主

的に学習活動できるよう、支援を行います。 

 施策の方向ⅰ ワーク・ライフ・バランスの推進  

主な施策① 働き方改革の啓発 

これまでの労働慣行を見直し、長時間労働を是正する働き方改革を推進す

るため、国や県と連携して制度のＰＲ等に努め、意識の向上を図ります。 

主な施策② ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 

 ワーク・ライフ・バランスの普及をめざし、講演や研修を企画、実施しま

す。また町内企業に対して県が実施している「山形いきいき子育て応援企業」

制度への登録や「やまがた企業イクボス同盟」制度等への参加を促し、女性

施策目標Ⅱ 誰もがいきいきと働き続けられるまちへ 
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の活躍や仕事と家庭生活を両立しやすい、誰もが働きやすい職場環境を目指

します。 

 施策の方向ⅱ 職場における男女共同参画の推進  

主な施策① 事業所等に対する男女共同参画の啓発 

 国や県と連携しながら、事業所等に対して男女雇用機会均等法や女性活躍

推進法などに基づく各種制度や性別による固定的な役割分担意識、労働慣行

の改善啓発に努めます。 

主な施策② ハラスメント防止対策の促進 

  セクシャルハラスメント※、マタニティハラスメント※、パワーハラスメ

ント※などのハラスメント行為は人権侵害であるとの認識に立ち、国や県と

連携しながらハラスメント行為について認識を深める啓発を行うなど、各事

業所において対策がなされるよう働きかけます。 

※セクシャルハラスメント 

  相手の意に反した性的な嫌がらせのこと。相手の意に反した性的な発言や行動、例え  

  ば身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的な噂の流布など、様々なものが含ま

れる 

 ※マタニティハラスメント 

  妊娠・出産・育児休業等を理由に、不利益な取り扱いを行うこと 

 ※パワーハラスメント 

  職場で働く者に対し、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 

 施策の方向ⅲ 仕事と家庭生活を両立するための環境づくり  

主な施策① 子育て支援の充実 

中山町子ども・子育て支援事業計画により、子育て支援に積極的に取組み

ます。子育て支援センターの機能や広報を充実させるとともに、子どもの発

達段階等に応じた支援や相談事業の実施により、保護者が抱える子育てに関

する悩みの解消を図ります。 

保健指導や育児相談の実施により、子育てに関する様々な不安を解消す 

ることで、安心して子育てできる環境を整えます。 
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主な施策② 保育サービスの拡充 

保護者の多様な就労形態にも対応できるよう、早朝・延長保育や一時保育

等の充実を図ります。 

放課後の児童の居場所を確保し、保護者が安心して働けるよう、放課後児

童クラブを充実させます。 

主な施策③ 介護保険制度の適正利用促進 

介護に関する相談体制の充実を図るとともに介護保険制度やその手続き

等の周知を行い、介護をしながらでも仕事を続けられるよう、適切な介護サ

ービス利用を促します。 

主な施策④ 生涯にわたる健康支援 

生涯を通じた健康保持のため受診機関との連携を図り、検診を受診しや 

すい体制の整備等を行い、各種検診の受診率向上に努めます。また、食生活

の改善を図るためのボランティアである食生活改善推進員の育成、健康教育、

健康相談事業の実施や運動の習慣化を通して、健康増進を図ります。介護を

要する高齢者の増加を防ぐため、介護予防事業を積極的に実施し、高齢者の

健康増進を推進します。 

 施策の方向ⅰ 女性の意見を社会へ届ける環境整備  

主な施策① 女性リーダーの育成 

女性リーダー研修等を企画開催し、様々な場面でリーダーとして活躍で 

きる人材等を育成し、また関係機関が実施する研修会等に関する情報提供 

を行い、積極的な参加を促します。 

様々な分野で活躍する女性を各種広報媒体で紹介することにより、女性の

活躍に対する意識の向上を図り、女性の社会への参画拡大を図ります。 

主な施策② 審議会等委員への女性の参画拡大 

各種審議会等の総委員に対する女性委員の割合が３割以上となるよう、 

女性登用率の目標値を個別に設定することや公募制の積極的な活用を促す

などして、審議会等における女性登用を図ります。 

施策目標Ⅲ 互いに思い合い、支え合うまちへ 
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審議会等で活躍する女性を広く紹介することにより、女性の参画意欲向 

上を図ります。 

主な施策③ 各種団体における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

団体等において、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を促すため、パ

ンフレット等による啓発を実施します。 

また国、県等が実施する女性リーダー育成研修等についての情報提供を行

い、女性の積極的な参加を促します。 

 施策の方向ⅱ 地域や家庭における男女の参画推進  

主な施策① 活動の場の創出 

ＮＰＯ法人やボランティア団体等設立のための情報提供を行うとともに

活動や連携に対する積極的な支援を行い、活動しやすい環境整備を推進しま

す。 

様々な分野において活躍している女性に関して情報提供を行い、女性の 

キャリアを生かす機会の拡大と参画意識の向上を図ります。 

主な施策② 地域コミュニティにおける男女共同参画推進 

コミュニティ活動の男女共同参画に関する先進的な事例を紹介するなど、

男女共同参画に関する地域の機運醸成を図ります。 

コミュニティ運営や防災分野等において女性の視点を取り入れることの

重要性について、区長会議等の場で情報提供を行い、女性が地域で活躍しや

すい環境づくりを進めます。 

住民主体の地域づくり活動へ積極的な支援を行い、活動の活性化を図り 

ます。 

主な施策③ 男性の家庭生活への参画促進 

男性の家事や育児、介護等家庭生活への参加を促し、家庭での性別による

固定的役割分担意識の解消を図ります。また、ワーク・ライフ・バランスを

推進することにより、仕事と家庭を両立しやすい社会を目指します。 
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 施策の方向ⅰ ドメスティック・バイオレンスの根絶  

主な施策① DV防止のための啓発活動 

ＤＶ問題に関する町民の意識啓発を図るため、各種広報媒体を活用し、意

識啓発を行います。特に「女性に対する暴力をなくす運動」、「男女共同参画

週間」、「人権週間」では啓発を強化し、女性に対する暴力を許さない社会を

目指します。 

  主な施策② DVに関する相談体制の設置 

民生児童委員等、地域との連携を密にし、ＤＶを早期に発見できる体制を

整備します。 

DVに関する相談体制を充実させるため、相談員のスキルアップをめざし

ます。また、関係機関との連携により、被害者が安心して自立した生活を送

ることができるよう支援体制の充実を図るとともに、関係機関が開設してい

るDV相談窓口についての周知及び連携を図ります。 

 施策の方向ⅱ 生活が困難な方への支援  

主な施策① 障がい者への支援 

障がい者や障がい者がいる家庭に対する相談体制を図り、障がい者サービ

スの充実を図るとともに、就労支援などひとりひとりの自立に向けた支援を

実施します。 

  主な施策② ひとり親への支援 

   子育てや就労など、ひとり親が困難を抱えやすい分野での相談体制を図

るとともに、関係機関と協力し、ひとり親の孤立化を防ぎます。また、ひと

り親の就労や資格取得を推進するための支援を実施します。 

  主な施策③ 高齢者への支援 

   高齢者がひとりひとり生きがいをもって生活できるよう、社会参画を進

めるための支援を実施します。また、地域内の見守りや支え合いなどの支援

を行い、安心して生活できる社会を目指します。 

施策目標Ⅳ 安心して生活できるまちへ 
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  主な施策④ 生活困窮者への支援 

   社会が多様化する中で、貧困や地域での孤立など、生活において困難を抱

える方のための相談体制を図るとともに支援を実施し、自立を促していき

ます。 

＜第２次中山町男女共同参画計画の施策体系図＞ 
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第５章 計画の推進体制 

 １ 推進体制 

(１) 全庁での推進体制の強化 

    町の施策に男女共同参画の視点を取入れ、全庁で横断的な取組を行う

ため、各課の課長等により組織される「中山町男女共同参画推進本部」に

おいて施策の推進状況についての評価を行い、改善策の検討を行います。 

    併せて町職員の能力が十分発揮されるよう、町が率先して男女共同参

画の推進に取組みます。またワーク・ライフ・バランスを推進し、男女が

共にいきいきと働き、仕事と家庭を調和することのできる職場づくりを

目指し、「中山町における女性職員の活躍及び次世代育成支援に関する特

定事業主行動計画」に基づいて行動します。 

  (２) 町民とともに推進するまちづくり 

    男女共同参画社会を実現するためには、町民の意見を反映し、当町の現

状やニーズを踏まえた施策を展開することが重要です。そのため、町民や

有識者で組織される「中山町男女共同参画推進委員会」を組織し、当委員

会において施策の推進状況等の報告を受け、改善に向けた意見・提言を行

います。 

  (３) 重点項目の設定 

    積極的に取組むべき分野の推進を図るため、重点項目を年度ごとに設

定し、着実な計画の推進を図ります。 
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＜中山町男女共同参画計画推進体制＞

町民、町関係者

中山町男女共同参画推進委員会

中山町

中山町男女共同参画推進本部

国・県

報

告

・

提

案

報

告

・

提

言

連

携

意見、提言

施策の実施、啓発
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第６章 数値目標 

 この計画では、実効性をより高めるために各施策に対応した数値目標を設定

し、進捗状況を把握する目安とします。 

施策目標Ⅰ 

人権を尊重するまちへ

施策の方向 指標名 

現状値 

（平成29年度末 

見込）

目標値 

（平成３４年度）
担当課 

施策の方向ⅰ 

男女共同参画社会

を形成するための

意識改革 

男女共同参画啓発事

業実施回数 
４回 ４回 政策推進課 

山形市男女共同参画

センター“ファーラ”

の講座受講者数 

６人 １０人 政策推進課 

男女共同参画に関す

る研修・講座回数 
２回 ２回 政策推進課 

人権擁護啓発事業数 １１事業 １６事業 住民税務課 

施策の方向ⅱ 

教育・学習機会の充

実 

山形県が作成した「男

女共同参画教材」を使

用した授業回数 

０回 １回 教育課 

施策目標Ⅱ 

誰もがいきいきと働き続けられるまちへ 

施策の方向 指標名 

現状値 

（平成29年度末 

見込）

目標値 

（平成３４年度）
担当課 

施策の方向ⅰ 

ワーク・ライフ・バ

ランスの推進 

男女いきいき・子育て

応援宣言企業登録事

業所数 

２事業所 ４事業所 政策推進課 
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施策の方向ⅱ 

職場における男女

共同参画の推進 

男女いきいき・子育て

応援宣言企業登録事

業所数（再掲） 

２事業所 ４事業所 政策推進課 

施策の方向ⅲ 

仕事と家庭生活を

両立するための環

境づくり 

保育園の待機児童数 ０人 ０人 健康福祉課 

ファミリー・サポー

ト・センター登録者数 
８５人 １００人 健康福祉課 

早朝・延長保育の受入

数 
39,000人 40,000人 健康福祉課 

放課後児童クラブ登

録児童数 
74人 99人 健康福祉課 

介護予防事業参加者

数 
６２人 ７０人 健康福祉課 

施策目標Ⅲ 

互いに思い合い、支え合うまちへ 

施策の方向 指標名 

現状値 

（平成29年度末 

見込）

目標値 

（平成３４年度）
担当課 

施策の方向ⅰ 

女性の意見を社会

へ届ける環境整備 

審議会等への女性登

用率 
２９．６％ ３５％ 政策推進課 

女性リーダー育成事

業参加者数 
４５人 ６０人 教育課 

施策の方向ⅱ 

地域や家庭におけ

る男女の参画推進 

地区役員（会長、副会

長）の女性登用者数 
８人 １３人 政策推進課 

男性の家庭生活参画

促進事業数 
０事業 1事業 

健康福祉課 

教育課 

やってみっべ活動支

援補助金等を活用し

た活性化事業数 

８件 １０件 政策推進課 
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施策目標Ⅳ 

安心して生活できるまちへ 

施策の方向 指標名 

現状値 

（平成29年度末 

見込）

目標値 

（平成３４年度）
担当課 

施策の方向ⅰ 

ドメスティック・バ

イオレンスの根絶 

DV 防止及び被害者

支援に関する啓発回

数 

0回 2回 健康福祉課 

施策の方向ⅱ 

生活が困難な方へ

の支援 

障がい者差別解消に

向けた啓発回数 
0回 2回 健康福祉課 

見守り等高齢者支援

ボランティア人材の

育成のべ人数 

0人 2人 健康福祉課 

ひとり親支援相談窓

口の設置 
１ヶ所 ２ヶ所 健康福祉課 

※各指標の現状値は、平成３０年１月３１日現在で把握した見込値 
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参考資料 

○関係法規

男女共同参画社会基本法（抄）

（平成十一年六月二十三日） 

（法律第七十八号） 

第百四十五回通常国会 

小渕内閣 

改正 平成一一年七月一六日法律第一〇二号 

同一一年一二月二二日同第一六〇号 

男女共同参画社会基本法をここに公布する。 

男女共同参画社会基本法 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条 第十二条）

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条 第二十条）

第三章 男女共同参画会議（第二十一条 第二十八条）

附則 

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

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

が、なお一層の努力が必要とされている。 

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

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

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

要な課題となっている。 

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

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

に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

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

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

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊
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かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、

基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同

参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

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

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

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

会を形成することをいう。 

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

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女

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

されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別によ

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

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

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地

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

機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（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。 
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（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。 

（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。 

（平一一法一六〇・一部改正） 

（都道府県男女共同参画計画等） 
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第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における

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

女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の大綱 

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

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市

町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（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
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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 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 
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（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

（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。 

（平一一法一〇二・全改） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」

という。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定

により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共

同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定によ

り、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたも

のとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置

法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共

同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、そ

れぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定め

られ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名された
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ものとみなす。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 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＝平成一三年一月六日） 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三

十条の規定 公布の日 

（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。 

○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称す

る。）の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定

その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法

等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がし

た免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申

請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後

は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた

申請、届出その他の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出そ

の他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその

手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等

の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対
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して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続

がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 

（政令への委任） 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに

中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 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。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改

正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百

二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（抄） 

（平成二十七年九月四日） 

（法律第六十四号） 

第百八十九回通常国会 

第三次安倍内閣 

改正 平成二九年三月三一日法律第一四号 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律をここに公布する。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条 第四条）

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画（第八条 第十四条）

第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条 第二十五

条） 

第五章 雑則（第二十六条 第二十八条）

第六章 罰則（第二十九条 第三十四条）
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附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生

活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本

法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の

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

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

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

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

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

することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格

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

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

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

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

十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

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） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進につい

ての基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性

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

ならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者
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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。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方

針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的

な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事

項 

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） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進

計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道

府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における
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活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即

して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業

主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下

「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針

となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常

時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

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

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

働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

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

施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性

労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号

の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の

数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなけれ

ばならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、

-40-



中山町男女共同参画計画 参考資料

厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するととも

に、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものである

ことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事

業主」という。）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） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第

九条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇

用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、

当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に

関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当

該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十

六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 
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２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合

会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で

定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働

省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対し

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援

助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをい

う。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認

めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関す

る事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、

同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十

二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項

及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項におい

て準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合

において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務

の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三

十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させよ

うとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十

九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（平成二十七年法律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況につ

いて報告を求めることができる。 

（平二九法一四・一部改正） 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、か

つ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効
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果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定し

ようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業

主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が

円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの

（以下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指

針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければなら

ない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

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

施時期 

３ 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。 

第四節 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） 
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第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性

の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生

活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業

生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における

活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職

業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

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

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

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

のとする。 

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

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

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

当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援

するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄

振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるもの

をいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業

主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」

という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の

必要な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民
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の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとす

る。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内

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

び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関す

る事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」とい

う。）は、第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方

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

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

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

（以下「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十八条第三項の

規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員とし

て加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を

構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」とい

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

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

活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

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

その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理

由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

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

議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 
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第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条

第一項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をする

ことができる。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労

働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で

定める。 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による

業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰

金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従

わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反し

た者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若し

くは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

陳述をした者 

四 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

（平二九法一四・一部改正） 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行
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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。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円

以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章

（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定

は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十

四条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する

日後も、なおその効力を有する。 

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） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な

経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規

定 公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第

七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条

第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条

の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の
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改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員

退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十

四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附

則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第

三十八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限

る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十

三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五ま

で、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四

第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及

び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三

十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 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。 

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（抄） 

（平成十三年四月十三日） 

（法律第三十一号） 

第百五十一回通常国会 

第二次森内閣 

改正 平成一六年六月二日法律第六四号 

同一九年七月一一日同第一一三号 

同二五年七月三日同第七二号 

同二六年四月二三日同第二八号 

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をここに公布する。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平二五法七二・改称） 

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） 
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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）

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

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。 

（平一六法六四・一部改正） 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同

じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二

において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力

等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

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。 

（平一六法六四・平二五法七二・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・一部改正） 
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第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（平一六法六四・追加、平一九法一一三・改称） 

（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。 

（平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正） 

（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。 

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。 

（平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正） 
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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。 

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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（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
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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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察

法（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六

号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者から

の暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を

除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配

偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための

援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力

を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止

するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な

援助を行うものとする。 

（平一六法六四・追加） 

（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
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号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（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。 

（平一六法六四・追加、平二六法二八・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・追加） 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命

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

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

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

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

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号

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

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

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

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

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

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

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四

号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものと

する。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶

者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の

身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないこと。 
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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(しゆう)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
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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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内

に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄

に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所

にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた

地 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（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 
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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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（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。 

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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（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
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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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（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。 

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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（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
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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。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の

申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とす

る同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の

本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由

により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住

居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する

必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、

当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるとき

は、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号

列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事

項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるの

は「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中

「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる

事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（平一六法六四・全改、平一九法一一三・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・一部改正） 
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（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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（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
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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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担す

るものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助すること

ができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲

げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（平二五法七二・追加） 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交

際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関

係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関

係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合

にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び

当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者から

の暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替え

るほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた

者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は

同条に規定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号

まで及び第十八条第一項 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 第二十八条の二に

規定する関係を解消した場合 

（平二五法七二・追加） 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの
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規定によるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。 

（平二五法七二・一部改正） 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二

において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

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

は、十万円以下の過料に処する。 

（平一六法六四・平二五法七二・一部改正） 

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。 

（平一六法六四・一部改正） 

（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 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申

立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となっ

た身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由

とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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（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 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 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。 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八

条までの規定 平成二十六年十月一日 
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○中山町男女共同参画計画策定に係る各種委員等名簿 

【中山町男女共同参画推進委員】  

氏名 所属団体等  

高木 直 山形県男女共同参画センター 館長  

伊藤 修二 中山町区長連絡協議会  

原田 佐紀子 女性団体連絡協議会（更生保護女性会）  

岸 信子 女性団体連絡協議会（中山町商工会女性部）  

西堀 潤子 中山町人権擁護委員  

丹野 知樹 中山町商工会青年部  

柏倉 千春 公募  

【職員ワーキンググループ委員】 

氏名 所属 職名  

多田 弘毅 総務課 庶務グループ 主査  

佐藤 友里菜 総務課 庶務グループ 主事  

石川 里佳 住民税務課 住民グループ 主査  

多田 周子 健康福祉課 介護支援グループ 主査  

武田 明久 産業振興課 産業振興グループ 主査  

今井 直明 建設課 建設整備グループ 主査  

荒木 一美 教育課 学校教育グループ 主任  

【事務局】  

氏名 所属 職名  

野口 好一 政策推進課 課長  

村山 聡 政策推進課 政策企画グループ 統括  

渡井 康裕 政策推進課 政策企画グループ 主査  

鈴木 芙実 政策推進課 政策企画グループ 主任  
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○男女共同参画に関する町民意識調査 

 １ 調査目的 

 男女共同参画に関する町民意識調査により、職場や地域、家庭における

性別役割分担等の実態を把握し、中山町男女共同参画計画の策定に活用す

るなど、今後の男女共同参画施策推進のための基礎資料とする。 

 ２ 調査対象者 

   町内小中学校の保護者４７３名を対象 

 ３ 調査期間 

   平成２９年８月２９日（火）～９月１２日（火） 

 ４ 回答状況 

   回答数 ４２３件（回答率８９．４％） 

○計画の策定体制
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