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「 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。 

 

（男女共同参画社会基本法 第２条より） 

 

 

１ 男女共同参画を取り巻く近年の動向 

平成24年３月に「第２次こうなん男女共同参画プラン」を策定後、男女共同参画に関する

社会情勢は次のような変化がありました。 

（１）国の動き 

●平成25年（2013年）７月 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 

の改正 

・法律名称の「保護」が「保護等」に変更。適用対象の拡大で、 

「生活の本拠を共にする交際の相手からの暴力及びその被害 

者」についても、法の規定が準用されることとなりました。 

●平成27年（2015年）９月 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」施行 

●平成27年（2015年）12月 「第４次男女共同参画基本計画」の策定 

 

（２）県の動き 

●平成25年（2013年）３月 「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（３次）」 

策定 

●平成28年（2016年）３月 「あいち男女共同参画プラン2020」策定 

 

 

 

本市においても“男女共同参画社会の実現”を目指し、こうした社会情勢の変化に対応す

るため、平成 24年３月に策定した「第２次こうなん男女共同参画プラン」の見直しを行いま

した。 

 

 

■男女共同参画社会とは 
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に定められた市町村男女共同参画計

画です。また、本計画の一部は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

第２条の３第３項に定められた市町村基本計画、「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」第６条第２項に基づく市町村推進計画としても位置付けます。なお、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」に基づく市町村推進計画に該当する施策は、基本目標

１、基本目標２、基本目標３に関わる施策となります。 

３ 計画の期間 

計画期間は、平成 24年度から平成 33年度の 10年間ですが、社会経済情勢の変化等に対応

するため、平成 29年度に中間見直しを行いました。 

また、上位計画である「第６次江南市総合計画」が平成 30年度から計画期間が始まるため、

関連する分野別計画と整合を図りながら、男女共同参画の推進を図ります。 

 

★…計画の見直し 

 

 

 

年度  

 計画名 

19 

  

20 

  

21 

  

22 

  

23 

  

24 

  

25 

  

26 

  

27 

  

28 

  

29 

  

30 

  

31 

  

32 

  

33 

  

34 

  

第６次江南市総合計画 
           計画期間 

           前期 

江南市戦略計画 
  計画期間          

  前期 中期 後期          

第２次こうなん男女共同参画プラン           
計画期間 

  
     ★     
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１ 計画の基本理念 

男女共同参画社会基本法においては、男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会」と定義付けられています。 

江南市においては、男女共同参画社会基本法の５つの理念を基本に置くとともに、「江南市

総合計画」や「江南市男女共同参画都市宣言」の内容を踏まえ、性別にかかわりなく、人権

が尊重され、男女がそれぞれ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

づくりを推進します。 

 

 

基本理念 

  

 

 

 

 

 

 

 

男女がともに、様々な分野で｢いきいきと輝き｣活動を活性化させ、 

力を合わせて｢助け合う｣ことを表しています。 

 

 

 

【男女共同参画社会基本法の５つの理念】 
 

 

  

 

男女の 

人権の尊重 
国際的協調 

社会における 

制度又は慣行 

についての配慮 

政策等の立案 

及び決定への 

共同参画 

家庭生活における

活動と他の活動の

両立 
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２ 計画の基本目標 

基基本本目目標標ⅠⅠ  男男女女共共同同参参画画のの意意識識づづくくりり  （（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係））  

社会における制度や慣行が男女の様々な社会活動の選択に影響を及ぼしていることを認識

し、できるだけ中立なものとなるよう配慮します。あらゆる機会を通して広報・啓発活動を

行うとともに、学校や家庭、地域、職場などにおいて男女共同参画を進めるための教育・学

習を推進します。 

また、市全体で男女共同参画社会づくりの意識を高めていくため、｢江南市男女共同参画都

市宣言｣の周知・啓発に努めます。 
  

基基本本目目標標ⅡⅡ  ああららゆゆるる分分野野でで男男女女がが協協働働ででききるるままちちづづくくりり  
（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係））  

あらゆる分野で男女の多様な価値観と発想が取り入れられるよう、政策・方針決定過程へ

の女性の参画を拡大するとともに、企業や団体等への働きかけを行います。 

また、特に女性の視点が盛り込まれにくい分野などにおける男女共同参画を推進します。 
  

基基本本目目標標ⅢⅢ  男男女女ととももにに働働ききややすすいい環環境境づづくくりり  
（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係））  

職場において、男女が個人の能力を十分に発揮できる環境づくりを推進するとともに、仕

事と家庭生活を両立できるよう、働き方の見直しや仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）※1の考え方の浸透に努めます。 

また、それらの環境づくりの基盤となる、保育・子育て支援サービスや介護サービスの充

実を図ります。 
  

基基本本目目標標ⅣⅣ  男男女女がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる家家庭庭・・社社会会づづくくりり  

  
男女の人権が尊重される社会をつくるため、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※2等

の男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた取組みを進めます。 

また、誰もが生涯にわたって健康に過ごすことができるよう、各年代に応じた健康づくり

の意識啓発や活動支援を行います。 

さらに、様々な問題を抱えることが多い高齢者や障害のある人、ひとり親家庭、外国人市

民等についても、支援施策の充実を図ります。 

                                                   
※1  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

老若男女誰もが、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のこと。 

 
※2  ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。身体に対する暴力又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指す。「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」や「元

配偶者」を含む。また、生活の本拠を共にする交際相手や、生活の本拠を共にしていた元交際相手も対象となる。 
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３ 施策の体系 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

①男女共同参画の理解に向けた啓発の推進      （P.10） 

②男女の役割分担意識や慣行の見直し    （P.11） 

１ 男女共同参画理解への啓発 

①男女平等の視点に立った家庭教育の充実 （P.12） 

②学校教育での男女平等教育の充実     （P.13） 

③生涯学習の視点に立った男女共同参画理解の促進  （P.14） 

２ 男女共同参画のための 

教育・学習活動の充実 

基基本本目目標標ⅠⅠ  男男女女共共同同参参画画のの意意識識づづくくりり（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係））  

【視点】 
【施策の方向】 

①審議会などにおける女性の参画の拡大   （P.16） 

②管理職などへの女性の登用の促進     （P.16） 

１ 政策・方針決定過程への 

女性の参画の促進 

①区・町内会やＰＴＡ活動等における男女共同参画の促進 （P.17） 

②地域における男女共同参画の取組みへの支援  （P.18） 

③男女共同参画を推進する活動の促進    （P.18） 

２ 地域における社会活動への 

男女共同参画の促進 

基基本本目目標標ⅡⅡ  ああららゆゆるる分分野野でで男男女女がが協協働働ででききるるままちちづづくくりり（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係））  

【施策の方向】 
【視点】 

基基本本目目標標ⅢⅢ  男男女女ととももにに働働ききややすすいい環環境境づづくくりり（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係））  

①職場における男女平等意識づくりの促進 （P.21） 

②女性のチャレンジ支援への啓発      （P.21） 

 
③セクシュアル・ハラスメントの防止と相談体制の充実 （P.22） 

１ 働く場における 

男女共同参画の促進 

①仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの促進    （P.24） 

②地域での子育て支援体制の充実      （P.25） 
２ 男女の仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の推進 

③男女平等の視点に立った在宅介護に対する支援   （P.26） 

【施策の方向】 

【視点】 

①暴力を許さない環境づくりの推進     （P.28） 

②相談体制の充実               （P.28） 

１ 配偶者等に対する暴力の根絶 

（江南市ＤＶ防止計画） 

①男女平等の視点に立った高齢者、障害者施策の充実 （P.31） 

 
②ひとり親家庭の自立支援          （P.32） 

 
③外国人市民の自立支援           （P.32） 

３ 男女共同参画推進のための 

社会的支援の充実 

①女性のライフステージに応じた健康づくりの推進  （P.29） 

②性差に応じた健康支援の推進        （P.30） 

２ 生涯にわたる心と身体の 

健康づくりの推進 

基基本本目目標標ⅣⅣ  男男女女がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる家家庭庭・・社社会会づづくくりり  

【施策の方向】 
【視点】 
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基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

視点 １ 男女共同参画理解への啓発 基本目標 Ⅰ 

男女共同参画の意識づくり 
視点 ２ 男女共同参画のための教育・学習活動の充実 

 

 

基本目標 Ⅰ  男女共同参画の意識づくり 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 
 

視点 １ 男女共同参画理解への啓発 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

男女共同参画セミナー

への参加率（％） 
【市民サービス課】 

多くの市民が事業に参加すること

で、男女共同参画社会に関する理解

が深まる。 
58.9 

93.9 

（70.0） 
95.0 

男女共同参画都市宣言

の周知度（％） 
【市民サービス課】 

江南市が男女共同参画宣言都市であ

ることが市民に広く周知される。 
21.4 

50.0 

（60.0） 
90.0 

                                （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」といった固定的な性別役割分担意識は男性、女性

それぞれの活動を狭めてしまう場合があり、男女ともに柔軟に、自由にライフスタイルを選

択できるように男女共同参画に関する意識啓発を進めていく必要があります。 

前期の取組内容としては、男女共同参画社会づくりに向け、広報紙などに男女共同参画に

関する情報の掲載、啓発パンフレットの配布、講座の開催などを行いました。また、平成 21

年度に行った「男女共同参画都市宣言」を広く普及するため、会議や講演会等の機会に参加

者で宣言文の唱和を行いました。 

今後も男女共同参画を正しく理解してもらうように、学校や家庭、地域、職場などにおい

て男女共同参画を進めるための教育・学習を推進するとともに、市全体で男女共同参画社会

づくりの意識を高めていくため、｢江南市男女共同参画都市宣言｣の周知・啓発に努めます。 

また、最近ＬＧＢＴ※3など性的少数者についての社会的認知が進みつつありますが、これ

まで以上に理解が促進されるよう普及・啓発に努めます。 

 

                                                   
※3 ＬＧＢＴ 
女性同性愛者（レズビアン）、男性同性愛者（ゲイ）、両性愛者（バイセクシャル）、心と体の性の不一致（トラ

ンスジェンダー）の頭文字からなる言葉で、性的少数者の総称のひとつ。 

（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係）） 
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基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

 
  

① 男女共同参画の理解に向けた啓発の推進 

○男女共同参画に関する情報提供、普及啓発を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

１ 広報への記事の掲載 
広報紙等に啓発情報を掲載することにより、男

女共同参画に関する情報提供を行います。 
市民サービス課 

２ 
男女共同参画パンフレ

ットの配布 

「江南市男女共同参画都市宣言」の宣言文を掲

載するなどしたパンフレットを作成・配布し、

男女共同参画に関する啓発を行います。 

市民サービス課 

３ 

(1) 

男女共同参画に関する

学習機会（セミナー・

講演会等）の提供 

セミナーや講演会等を開催し、市民が男女共同

参画について学習できる機会を提供します。多

くの方に興味をもってもらえるよう、内容の充

実や多様な講師の選定に努めるとともに、広

報・チラシ・団体への依頼など効果的な周知方

法を検討します。 

市民サービス課 

３ 

(2) 

男女共同参画市民フェ

スタの開催 

市民が男女共同参画について理解を深められ

るよう、男女共同参画市民フェスタを開催しま

す。 

市民サービス課 

○男女共同参画都市宣言について普及啓発を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

４ 
男女共同参画都市宣言

の啓発 

「江南市男女共同参画都市宣言」を広く普及す

るため、様々な機会において、宣言文の唱和を

行います。 
市民サービス課 

○性に関する有害メディアについて、その排除に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

５ 
自販機実態調査、街頭

調査等の実施 

定期的な巡回などを通じ、青少年に有害な図書

等の自動販売機を設置されないように努めま

す。 

生涯学習課 

○性別にとらわれない表現を推進します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

６ 
性別にとらわれない表

現の推進 

広報やホームページ等作成の過程で、性別にと

らわれない、男女共同参画の視点に立った表現

をするようチェックを徹底します。 

地方創生推進課 

 

 

 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

○男女共同参画に関する調査・研究を進めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

７ 

男女共同参画に関する

書籍・ＤＶＤ等の収

集・貸与 

男女共同参画に関する統計資料や書籍、ＡＶ資

料等を整備し、広く市民に提供します。 
市民サービス課 

８ 
男女共同参画に関する
市民意識・現状の把握 

男女共同参画に関して、市民の実態に即した施
策を実行するため、アンケート調査等の実施を
通じ、市民の意識や現状、ニーズの把握に努め
ます。 

市民サービス課 

○職員の研修を行い、職員の意識向上を図ります。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

９ 
男女共同参画に関する

研修の実施 

全庁的に男女共同参画の理念を浸透させるた

め、市の職員を対象にした研修を実施します。 
秘書政策課 

10 
男女共同参画に関する

研修への職員の派遣 

市における女性リーダーの育成に向け、マネジ

メント研修へ女性職員を派遣します。 
秘書政策課 

 

 

 
  

② 男女の役割分担意識や慣行の見直し 

○男性の家事・育児への参画支援に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

11 男性の料理教室の開催 
男性が家事等に積極的に関われるようにする

ため、料理教室を開催します。 
健康づくり課 

12 
家庭生活自立講座の開

催 

男性が家事や育児に積極的に関われるように

するため、家庭生活自立講座を開催します。 
市民サービス課 

13 

「江南のイクメン※4 集

まれ！」の開催（男性

の子育て参加の促進） 

父親に対し、子どもとの関わり方などについて

学べる機会を提供します。 
こども政策課 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※4  イクメン 

子育てを積極的に楽しみ、自分自身も成長する父親のこと。 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

  

視点 ２ 男女共同参画のための教育・学習活動の充実 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

キャリア教育※5に関す

る年間指導計画を作成

している小中学校の校

数（校） 
※市立小中学校 15校 

【教育課】 

男女ともに、勤労観、職業観を身に

つけることができる。 
６ 

15 

（15） 
15 

（ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

男女共同参画社会を推進していくために、未来を担う子どもたちへの教育は非常に重要で

す。 

前期の取組内容としては、男女がともに多様な進路選択が可能であることへの意識を高め

るため、地域の事業所の協力のもと中学生が職場体験学習を実施しました。また、男性の育

児参加を促進するための講座を開催しました。 

今後も子どもたちが不必要な性別役割分担意識に捉われることなく、学び、職業を選び、

思いやりのある家庭を築いていけるよう、家庭と学校の両面から男女共同参画の視点に立っ

た教育を推進していきます。 

 
 

 

① 男女平等の視点に立った家庭教育の充実 

○家庭生活に関する支援を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

14 
各種教室等における啓

発 

「ハッピーパパママ教室」を通じ、男性の育児

参加を促進します。また、各種健診や相談等の

際に、家庭生活における男女共同参画について

啓発や情報提供を行います。 

健康づくり課 

各種の教室や講演会、親子のふれあいの機会等

を通じて、家庭生活における男女共同参画につ

いて啓発や情報提供を行います。 

こども政策課 

家庭教育支援講座等において、家庭生活におけ

る男女共同参画について啓発や情報提供を行

います。 

生涯学習課 

                                                   
※5  キャリア教育 

勤労観及び職業観を育てる教育のこと。 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

② 学校教育での男女平等教育の充実 

○人権や命に関する教育を充実します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

15 
小中学校における人権

教育の実施 

人権ビデオの鑑賞等を通じて児童生徒への人

権教育を実施します。また、人権擁護委員等の

協力により、より分かりやすい教育の実施に努

めます。さらに、近年の情報化の背景も踏まえ、

児童生徒のメディア・リテラシー※6の向上を図

ります。 

生涯学習課 

16 
小中学校における「い

のちの教育」の実施 

学校教育活動全般を通じて、児童生徒の生命と

性を尊重する意識を醸成します。また、いじめ

や自殺予防の観点も含めて、自己及び他者の個

性を尊重する意識を育成します。 

教育課 

17 
発達段階を踏まえた性

に関する指導の充実 

社会情勢や各小中学校の実情、児童生徒の発達

段階に合わせた、性に関する指導を実施しま

す。 

教育課 

各学校からの要請に応じ、保健師等が学校を訪

問し、健康教育を実施します。 
健康づくり課 

○男女がともに家庭生活や職業生活へ参加していくための教育を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

18 
小中学校における家庭

科教育の実施 

小学校５、６年及び中学校の家庭科において、

家庭の在り方や家族の人間関係などに関する

指導を行います。 

教育課 

19 キャリア教育の推進 

男女平等の視点から、多様な進路選択が可能で

あることへの意識を高める進路指導やキャリ

ア教育に努めます。 

教育課 

○学校・園における男女共同参画を推進する環境づくりを進めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

20 名簿作成上の配慮 

児童生徒の名簿作成にあたっては、男の子また

は女の子が優先する名簿にならないよう配慮

します。 

教育課 

21 
教職員への男女共同参

画に関する啓発 

男女平等を推進する教育環境となるよう、教職

員に対し、啓発を行います。 
教育課 

                                                   
※6 メディア・リテラシー 

メディアの特性や利用方法を理解して自分の考えを発信するとともに、メディアから得られる情報を取捨選択

して活用できる能力のこと。 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

市民は･･･ 

●身近な制度や慣行の中にある固定的な性別役割分担を見つけ、改善する。 

●市の男女共同参画施策に関心を持つ。 

●固定的な性別役割分担で自分の活動を制限しない。また、人に考えを押し付けない。 

●男女共同参画セミナーなどの男女共同参画について学習する場に積極的に参加する。 

●男女がともに、家事、育児、介護などに積極的に参加する。 

●子どもたちに、性別ではなく個性を尊重した教育を進める。 

●子どもたちに、男女の隔てなく家の手伝いなどをさせる。 

●性別によって子どもの進路や学校での役割を決めない。 

地域は･･･ 

●地域全体で子どもたちに有害な情報等が入らないように見守る。 

●女性活躍推進法の趣旨に則り、学校でのキャリア教育の充実に努めます。 

●性的少数者への理解促進を図ります。 

 

 
 

③ 生涯学習の視点に立った男女共同参画理解の促進 

○働く男女が参加しやすい生涯学習の場の提供に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

22 
生涯学習活動への参加

促進 

仕事を持つ男女など、様々な市民が生涯学習活

動に参加できるよう、情報提供を行います。ま

た、退職後の男性が意欲的に参加できるよう支

援を行います。 

生涯学習課 

23 
託児ボランティアへの

依頼 

育児期でも学習機会が得られるように、各種生

涯学習活動や講演会等の際に、ボランティアに

よる託児を実施します。 

こども政策課 

 

 

施策の方向 

見直しのポイント 

～家庭・地域・職場（企業）で取り組むこと～ 



 

15 

 

第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

基本目標 Ⅱ 

あらゆる分野で男女が協働

できるまちづくり 

視点 １ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進 

視点 ２ 地域における社会活動への男女共同参画の促進 

 

 

基本目標 Ⅱ  あらゆる分野で男女が協働できるまちづくり 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 
 

視点 １ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進 
 

【施策の指標成果】 

                                （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

国では、社会のあらゆる分野において平成 32年までに、指導的地位に占める女性の割合を

30％程度にすることが目標とされています。 

前期の取組内容としては、女性が政策決定の場へ参画するため、審議会等の女性委員比率

を上げるように担当課へ働きかけを行いました。また、市の管理職の登用については男女の

区別なく人事評価等により選考を行いました。しかし、市の審議会等委員への女性登用率は

未だ低い水準となっており、女性の参画がまだ十分とは言えない状況です。 

 今後も引き続き、審議会等委員に積極的に女性委員を登用するよう担当課へ働きかけてい

き、市の施策に多様な価値観と発想を取り入れられるよう、政策・方針決定過程への女性の

参画の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

審議会等における女性

委員の割合（％） 
【市民サービス課】 

女性が政策決定の場へ参画すること

で、多様な意見を行政施策に反映さ

せることができる。 
24.2 

22.4 

（30.0） 
35.0 

（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係）） 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

 

① 審議会などにおける女性の参画の拡大 

○審議会などにおける女性の参画を促進します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

24 

女性のいない審議会な

どの解消と審議会など

における女性委員比率

の向上 

委員選任時に女性委員比率のチェックを行い

ます。審議会、委員会などに女性が参画するよ

う庁内所管課への働きかけを行います。 

市民サービス課 

○男女を問わない優れた人材のデータベースを構築するとともに人材発掘に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

25 

男女を問わない優れた

人材のデータベース構

築、人材発掘の推進 

様々な分野における男女共同参画のため、市内

外の男女の人材情報を整備します。また、個人

情報に配慮しながら情報の活用に努めます。 

生涯学習課 

 

 

② 管理職などへの女性の登用の促進 

○女性職員の管理職などへの登用に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

26 
女性職員の管理職など

への登用促進 

個々の能力に応じ、男女の区別なく管理職の登

用を進めます。また、性別による職務の偏りを

改善するよう、職域の拡大を促進します。 

秘書政策課 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

視点 ２ 地域における社会活動への男女共同参画の促進 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

区長・町総代に占める

女性の割合（％） 
【地方創生推進課】 

女性が積極的に地域活動に参画する

ことで、多様な意見を地域社会に反

映させることができる。 
7.0 

11.0 

（8.0） 
10.0 

男女共同参画研修への

派遣人数（人／年） 
【市民サービス課】 

男女共同参画の分野でリーダーとし

て活躍できる人材が育成される。 
２ 

０ 

（３） 
４ 

 （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

地域活動の場においても男女双方の視点を盛り込むため、女性の参画を進めることが必要

です。 

前期の取組内容としては、市民と行政が協働してまちづくりを進めていく中で、地域社会

においても男女共同参画の視点を取り入れるため、ＰＴＡ活動で女性会長の登用を依頼した

り、女性を中心にした団体に地域の催し物に参加していただいたり、女性連絡協議会の活動

を支援しました。 

今後も地域で男女共同参画が推進されるよう女性団体への支援や各分野でリーダーとして

活躍できる女性の人材育成を支援します。 

 
        

 

① 区・町内会やＰＴＡ活動等における男女共同参画の促進 

○地域活動における男女共同参画に関する普及啓発を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

27 
区・町内会運営への男

女共同参画の促進 

区・町内会において江南市市民自治によるまち

づくり基本条例で規定する基本原則の一つで

ある「平等の原則」に則った運営を行うよう促

します。 

地方創生推進課 

28 
小中学校ＰＴＡ活動へ

の男女共同参画の促進 

ＰＴＡ活動へ男女がともに積極的に参加でき

るよう働きかけに努めます。 
生涯学習課 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

 

② 地域における男女共同参画の取組みへの支援 

○ボランティア活動への参加を促進します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

29 

ボランティア活動等に

おける男女共同参画の

推進 

ＮＰＯ、ボランティア活動推進事業において、

性別を前提とせず、一人ひとりの力を生かすこ

とができる講座、セミナー等を開催します。 

地方創生推進課 

30 

防災・環境分野におけ

る活動への男女共同参

画の推進 

環境問題に対する啓発や学習活動において、男

女がともに参加できるよう支援します。 
環境課 

地域の自主防災活動におけるボランティア活

動において、男女共同参画を推進します。 
防災安全課 

 
 

 
 

③ 男女共同参画を推進する活動の促進 

○団体等が行う男女共同参画に寄与する取組みを支援します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

31 女性団体への支援 

男女共同参画推進に寄与する活動を行う女性

団体への支援を行うとともに、団体間のネット

ワークを強化します。 

市民サービス課 

○女性のリーダー養成に努め、指導者を育成します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

32 

男女共同参画に関する

研修会やセミナーへの

派遣 

愛知県が実施する男女共同参画セミナーや女

性指導者研修会等へ市民を派遣し、様々な分野

で活躍できる人材を養成します。 

市民サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

市民は･･･ 

●女性は、積極的に行政の審議会、委員会などへ参画する。 

●男女ともに、知識や能力を高められるよう、学習会などに参加する。 

●積極的に地域活動などに参加する。 

●地域活動などにおいて、男女が区別なくそれぞれの役割を担う。 

地域は･･･ 

●地域団体などにおける会長や役員などの選出について、女性を積極的に登用する。 

●地域活動や団体活動において、男性、女性双方の意見を取り入れるようにする。 

 

 

●女性活躍推進法の趣旨に則り、女性の社会進出を支援します。 

 

見直しのポイント 

～家庭・地域・職場（企業）で取り組むこと～ 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

基本目標 Ⅲ 

男女ともに働きやすい 

環境づくり 

視点 １ 働く場における男女共同参画の促進 

視点 ２ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 

 

基本目標 Ⅲ  男女ともに働きやすい環境づくり 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 
 

視点 １ 働く場における男女共同参画の促進 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 基準値 
実績値 目標値 

平成 27年 平成 33年 

30～34 歳の女性の労

働力率（％） 

Ｍ字曲線が解消され、仕事と家庭を

両立できる、働きやすい環境となっ

ている。 

58.5 
（Ｈ17国勢調査） 

68.5 

（62.0） 
65.0 

                   （ ）は H27国勢調査。H33は H32国勢調査の結果より算出する。 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

男女がともに働き続けるための条件整備は「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」

などの法整備により大きく進んでいます。しかし、出産・育児・介護等でいったん仕事を中

断した後の再就職は困難であることや、男性の育児休業の取得が進んでいないことから企業

等における男女共同参画の機運づくりが求められています。 

前期の取組としては、働く場で男女共同参画が推進されるよう、男女雇用機会均等法の啓発

や出産や育児、介護等でいったん仕事を中断し、再就職を希望される方向けのパンフレットを窓

口に設置して周知・啓発を行いました。また、セクシュアル・ハラスメント※7、職場のパワー・ハ

ラスメント※8についても啓発パンフレットを設置したり、セクハラ・パワハラ研修を実施して防

止に努めました。 

今後も働く場において男女がともに能力を発揮し、性別に関係なく働きやすい環境になるよう

啓発を推進します。また、平成２７年度に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」の趣旨に基づき、女性の活躍促進を図ります。 

 

                                                   
※7  セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

他の者を不快にさせる性的な言動のこと。セクシュアル・ハラスメントは、雇用の場だけでなく、学校や地域

など、様々な生活の場で起こり得るものである。 
※8  職場のパワー・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 

（（女女性性活活躍躍推推進進法法にに基基づづくく推推進進計計画画関関係係）） 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 
 
 

 

① 職場における男女平等意識づくりの促進 

○企業向けの普及啓発に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

33 

職場において男女共同

参画を促進するための

情報提供 

パンフレット等を活用し、企業における雇用機

会の均等に向けた情報提供等に努めます。 
商工観光課 

 
 

 
 

② 女性のチャレンジ支援への啓発 

○再就職に関する支援に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

34 
再就職に関する情報提

供 

出産、育児、介護で退職し、再就職を希望す

る女性に対して、パンフレット等の配布を通

じた情報提供を行います。 

商工観光課 

35 
江南ワーキングステー

ション※9の普及啓発 

職業相談、職業紹介等を実施し、求職者への支

援を行います。 
商工観光課 

○女性の能力開発のための講座などを開催します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

36 
女性の能力開発に向け

た学習機会の提供 

女性の能力開発や就職に向けた学習機会を提

供します。また、パンフレット等の配布を通じ

て、啓発と周知に努めます。 

商工観光課 

市民サービス課 

 

                                                   
※9 江南ワーキングステーション 

 公共職業安定所がない市町村に設置される「ふるさとハローワーク（地域職業相談室）」として江南市に設置さ

れている職業相談・職業紹介などを行う場。 

施策の方向 

施策の方向 

江南ワーキングステーション 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

 

③ セクシュアル・ハラスメントの防止と相談体制の充実 

○セクシュアル・ハラスメント防止のため、パンフレットなどの配布や研修を実施します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

37 

セクシュアル・ハラス

メント防止に向けた啓

発 

企業に対するパンフレット等の配布を通じて、

セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発

を行います。 

商工観光課 

38 

セクシュアル・ハラス

メント防止に関する研

修の実施 

庁内においてセクシュアル・ハラスメント防止
に関する研修を実施します。 

秘書政策課 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

  

視点 ２ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

市内のファミリー・フ

レンドリー企業※10数

（企業） 
【商工観光課】 

市内の企業において子育て支援や男

女共同参画の機運が高まる。 
４ 

12 

（５） 
14 

                                 （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

男女が職場や家庭などあらゆる場で共同していくためには、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の理解と促進が必要です。 

前期の取組内容としては、ワーク・ライフ・バランスの理解と促進を図るため、育児休業・

介護休業制度に関するパンフレットの設置や学童保育所を整備し、受入れ児童の拡大をしま

した。また、子育て支援等に取り組む「ファミリー・フレンドリー企業」への登録を促進し

たり、市が発注する公共事業の入札に際して登録企業を加点対象とし、支援を行いました。 

今後についても、子どもを持つ女性が働き続けたり、男性が家事・育児に参加できる環境

を整備するため子育て支援センター※11 や、ファミリー・サポート・センター※12 等の各種サ

ービスの充実を行います。 

                                                   
※10 ファミリー・フレンドリー企業 

仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取

組みを行う企業のこと。 
※11 子育て支援センター 

育児不安などについての相談・指導（面接・電話）、子育てサークルなどへの支援、子育て情報誌の発行、育児

講座、その他地域の実情に応じた事業を行い、地域の子育て家庭に対する支援を行う機関。 

 
※12 ファミリー・サポート・センター 

地域において、子育ての援助をしてほしい人と子育ての援助をしたい人が会員となり、子育ての相互援助活動

を支援する事業。 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

① 仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの促進 

○仕事と家庭の両立支援についての普及啓発活動を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

39 

ファミリー・フレンド

リー企業に関する情報

提供と啓発 

パンフレット等の配布を通じて、ファミリー・

フレンドリー企業に関する情報提供を行いま

す。また、希望する企業に対して、県との連携

のもとでファミリー・フレンドリー企業への登

録を支援します。 

商工観光課 

40 
育児休業・介護休業制

度の定着促進 

育児休業・介護休業制度の周知と普及啓発に努

めます。 
商工観光課 

一定の要件を満たす非常勤職員も育児休業・介

護休暇等が取得できるよう、職員への周知に努

めます。 

秘書政策課 

41 
ノー残業デーの推進及

び実施 

仕事と子育ての両立や職員の健康保持・増進

等、ゆとりある生活の実現のため、ノー残業

デーを設け、市職員への周知を行います。 

秘書政策課 

42 

入札における評価基準

への男女共同参画の視

点の盛り込み 

江南市が発注する公共事業の入札の評価基準

において、子育て支援等に取り組む企業に対し

ての加点措置を行います。 

総務課 

○男女が経営について、パートナーシップがとれるよう啓発に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

43 
家族経営協定※13 への

支援 

パンフレット等の配布を通じて、家族経営協定

に関する情報提供を行うとともに、希望する市

民に対して締結を支援します。 

農政課 

 

○農業従事者や商工業者の女性組織の活動を支援します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

44 
農業や商工業に関する

女性団体等への支援 

農業や商工業に関して活動を行っている女性

団体等に対し、その活動を支援します。 
農政課 

 
 

 

                                                   
※13 家族経営協定 

経営方針や役割分担、就業条件、収益配分などについて、家族の合意のもとに取り決めを文書で行うこと。 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

 

② 地域での子育て支援体制の充実 

○子育て後の知識経験を生かし、子育て支援が地域の力でできるよう働きかけます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

45 
ファミリー・サポー

ト・センターの活用 

依頼会員、援助会員の登録と会員間の連絡調整

を実施するとともに、会員数の増加を目的とし

て事業の周知に努めます。 

こども政策課 

○様々な働き方に応じたサービスの提供に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

46 

保育所・幼稚園におけ

る各種保育・子育て支

援サービスの提供 

市立保育園 18 園において未就学児童の各種保

育を実施するとともに、子育て世帯のニーズを

的確に把握し、保育サービスの充実に努めま

す。 

保育課 

47 学童保育の充実 

小学生児童を対象とした学童保育を充実しま

す。特に、児童の安全確保のため、空き教室な

どを利用した、学校敷地内での学童保育の整備

を進めます。 

こども政策課 

○育児相談、子育て相談の充実を図ります。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

48 
子育てやサービス利用

に関する相談の実施 

子育て支援センター、保育園、児童館などにお

いて、子育てや保育サービスに関する相談に応

じます。 

こども政策課 

家庭訪問、育児相談や子育て教室などにおい

て、子育てや親と子の健康に関する相談に応じ

ます。 

健康づくり課 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

●女性活躍推進法の趣旨に則り、女性が働き続けられるよう職場・家庭の環境づくりや子育

ての支援体制の充実を図ります。 

市民は･･･ 

●職場において、一人ひとりの特性を生かし、協力し合えるようにする。 

●セクシュアル・ハラスメントについて正しい認識を持つ。 

●男女がともに仕事と家庭のバランスのとれた生活が送れるよう、家庭内で話し合う。 

職場（企業）は･･･ 

●性別にかかわらず、個性と能力を発揮できるよう仕事の機会均等を図る。 

●セクシュアル・ハラスメントの防止対策を進めるとともに、相談体制をつくる。 

●仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するための職場環境を整備する。 

 

 

③ 男女平等の視点に立った在宅介護に対する支援 

○家族を対象に在宅介護に関する知識の普及啓発に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

49 
男性向けの家族介護教

室の実施 

家庭で介護する方に対し、介護技術の習得など

を目的とした学習機会を提供します。特に、介

護の負担が女性にかかりがちであることも踏

まえ、男性の参加を促進します。 

高齢者生きがい課 

○在宅介護を行う働く男女に対し、介護保険制度を周知します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

50 介護保険制度の啓発 
介護保険の周知を図るとともに各種介護サー

ビスの情報提供を行います。 
高齢者生きがい課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

見直しのポイント 

～家庭・地域・職場（企業）で取り組むこと～ 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

基本目標 Ⅳ 

男女が安心して暮らせる 

家庭・社会づくり 

視点 １ 配偶者等に対する暴力の根絶 

（江南市ＤＶ防止計画） 

視点 ２ 生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 

 

視点 ３ 男女共同参画推進のための社会的支援の充実 

 

 

基本目標 Ⅳ  男女が安心して暮らせる家庭・社会づくり 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 
 

視点 １ 配偶者等に対する暴力の根絶（江南市ＤＶ防止計画） 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

ＤＶに関する相談窓口

の周知度（％） 
【福祉課】 

ＤＶの相談窓口が周知され、被害の

潜在化を防ぐことができる。 
51.9 

実施せず 

（70.0） 
90.0 

配偶者や恋人など親密

な関係の人から受ける

暴力をいわゆるＤＶと

呼ぶことを知っている

人の割合（％） 
【福祉課】 

市民のＤＶに関する認識が高まり、

ＤＶの防止や早期発見ができやすい

環境となる。 
84.2 

実施せず 

（87.0） 
90.0 

                                （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

男女が対等な関係であるためには、暴力により相手を威圧・支配するＤＶは許されるもの

ではなく、防止や早期発見が大切です。 

前期の取組内容としては、パンフレットやポスターを市役所や支所等公共施設に設置し、

ＤＶに関する情報や相談窓口の周知・啓発に努めたほか、市民相談や少年センターでの相談

の窓口と連携し、相談体制を整えました。また、地域包括支援センターや児童委員会、要保

護児童対策地域協議会と連携し、ＤＶ・虐待防止を図りました。 

平成25年に「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」が改正され、法律

名称の「保護」が「保護等」に変更されました。改正のポイントは適用対象の拡大で、「生活

の本拠を共にする交際の相手からの暴力及びその被害者」についても、法の規定が準用され

ることとなりました。 

市としても引き続き情報提供を行うとともに相談しやすい窓口体制の充実に努めます。 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

    

 
  

① 暴力を許さない環境づくりの推進 

○ＤＶ防止に向けた普及啓発を実施します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

51 
ＤＶ防止に関する啓

発・情報提供の推進 

市民に対し、ＤＶ等の暴力防止の啓発、各種窓

口の情報提供を行い、市民の意識の向上と配偶

者やパートナーへの暴力を許さない環境づく

りを目指します。 

福祉課 

こども政策課 

高齢者生きがい課 

市民サービス課 

 

 
 

② 相談体制の充実 

○ＤＶに対する相談・支援体制を充実します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

52 ＤＶ等に関する相談 

ＤＶの被害が潜在化しないよう、相談窓口を充

実するとともに、周知に努めます。また、相談

にあたっては、個人情報の保護を徹底し、相談

者の状況を踏まえた対応に努めます。 

市民サービス課 

福祉課 

こども政策課 

高齢者生きがい課 

教育課 

53 
ＤＶに関する庁内連携

体制の整備 

ＤＶの被害者に対する支援について、庁内で連

携を図ります。 
福祉課 

○関連機関と連携し、ＤＶ等被害者の保護に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

54 
県等との連携による被

害者の保護・自立支援 

県や関係機関との連携のもと、ＤＶ等被害者の

状況に応じた生活支援等を行います。 

福祉課 

こども政策課 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

視点 ２ 生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

子宮頚がん検診受診率

（％） 
【健康づくり課】 女性特有の疾病に関する検診受診率

を向上させることで、女性の健康の

保持増進が図られる。 

12.4 
8.7 

（20.0） 
30.0 

乳がん検診受診率（％） 
【健康づくり課】 

10.9 
8.9 

（20.0） 
30.0 

                                （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

男女がともに生涯を通じて活躍をするためには健康で過ごすことが大切です。特に女性は

妊娠や出産など各年代において男性とは異なる心身の問題に直面することがあります。 

前期の取組内容としては、健康診査やがん検診を実施するとともに母子健康手帳交付時に

保健師の面接による相談・指導を実施し、市民の健康づくりを支援しました。 

今後も、すべての人が健康に暮らしていけるよう、生涯を通じた健康づくりを支援するた

めの総合的な対策を進めていきます。 

 

 

 
 

① 女性のライフステージに応じた健康づくりの推進 

○各種健康診査、検診を充実します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

55 
妊婦・産婦・乳幼児健

康診査の実施 

妊産婦健診、乳幼児健診の受診を勧奨し、安全

な妊娠、出産、子育てに向けた情報提供や相談

を充実します。 

健康づくり課 

56 
女性特有の疾病への対

応 

子宮頚がん検診、乳がん検診、骨粗しょう症検

診についての普及啓発や節目年齢者への勧奨

を行い、受診を促進します。 

健康づくり課 

57 
不妊治療等に対する支

援 

県との連携のもと、不妊治療に関する経済的負

担の軽減や相談支援等を行います。 
健康づくり課 

 

 

 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

○妊婦・産婦などを対象とした保健指導を充実します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

58 

母子保健訪問や各種教

室等における相談や指

導の実施 

保健師や助産師等による家庭訪問を行い、子育

てにおける相談を実施します。また、各種の教

室などにおいて、保健指導を実施します。 

健康づくり課 

59 
妊婦・産婦への個別支

援の実施 

妊婦・産婦を対象に、個別の保健指導を実施す

るとともに、相談に応じます。 
健康づくり課 

○性の重要性について、あらゆる機会を通じて普及啓発に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

60 母子健康手帳等の交付 

妊娠・出産期における女性の心身の健康保持増

進について、母子健康手帳交付などの機会を通

じて啓発を行います。また、母子健康手帳交付

時にあわせて父子手帳※14を交付し、男性の育児

参加を支援します。 

健康づくり課 

61 
働く女性の健康面での

配慮 

働きながら安心して妊娠・出産ができるよう、

働く妊産婦に対して母性健康管理指導事項連

絡カードを配布するとともに周知を図ります。 

健康づくり課 

 

 
 

② 性差に応じた健康支援の推進 

○男女・年齢を問わず、基礎的な知識を学ぶことができる学習機会の提供や、相談機能を充実し

ます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

62 
健康に関する情報提供

や啓発の実施 

広報紙やホームページ等を通じ、健康の保持、

増進に関する情報を提供します。また、特に男

女の身体的、精神的な性差を踏まえた健康づく

りに関する啓発を行います。 

健康づくり課 

63 健康に関する相談 

生活習慣病の予防や健康に関する正しい知識

の普及などに向け、健康に関する相談に応じま

す。 

健康づくり課 

64 
健康づくりに取り組め

る環境づくり 

市民による主体的な健康づくり活動を支援す

るため、ウォーキング等の気軽な健康づくり活

動に関する情報や機会を提供します。 

健康づくり課 

○各訪問指導を充実します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

65 訪問指導の実施 
必要な人に対し、保健師等の訪問による相談や

保健指導を実施します。 
健康づくり課 

                                                   
※14  父子手帳 

親子のふれあいの記録や、子育てへの関わり方などの情報を掲載している父親向けのガイドブックであり、母

子健康手帳の交付時にあわせて配布している。 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

視点 ３ 男女共同参画推進のための社会的支援の充実  
 

【施策の指標成果】 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

家族介護教室の参加者

数（人） 
【高齢者生きがい課】 

家庭で介護をしている男女の介護技

術が向上する。 
87 

154 

（100） 
120 

障害者(児)相談の件数

（件） 
【福祉課】 

障害のある人やその家族が相談しや

すい窓口となる。 
136 

110 

（150） 
165 

                                （ ）は H29目標値 

 

【前期の取組内容と今後の方針】 

高齢社会の進行により、今後も認知症高齢者の増加や介護ニーズの増大が予想されます。

しかし、依然として介護を女性の仕事としてとらえる風潮も少なくなく、これは女性の社会

進出の大きな壁となっています。また、ひとり親家庭、障害のある人やその家族、外国人市

民などは、生活の様々な場面で、複合的な困難を抱えていることが予想されます。 

前期の取組内容としては、家族介護教室に男性の参加者を促したり、障害のある人やその

家族への相談実施・充実を行いました。外国人市民に対しても国際交流協会と協力して市事

業の内容を多言語で情報提供を行いました。 

今後も誰もが安心して地域で暮らせる環境づくりに向け、あらゆる男性、女性がともに家

庭生活、地域生活を送ることができるよう、社会的支援の充実と環境整備を進めます。 

 

     
 

① 男女平等の視点に立った高齢者、障害者施策の充実 

○在宅介護に関する知識の普及啓発に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

66 
安定的な介護保険の運

営 

介護を社会全体で支えられるよう、介護保険事

業計画に基づき、介護保険の安定的運営に努め

ます。 

高齢者生きがい課 

67 
障害福祉サービスの円

滑な提供 

各種障害福祉サービス等の周知に努めるとと

もに、個々の状況にあったサービスの利用を支

援します。 

福祉課 

68 家族介護者への支援 
家族介護者の負担軽減に向け、サービスの利用

支援を行うとともに相談に応じます。 

高齢者生きがい課 

福祉課 

69 
障害のある人・家族へ

の相談支援 

障害のある男女やその家族への相談を実施し

ます。また、より利用しやすくなるよう、広報

等で相談窓口の周知を進めます。 

福祉課 

施策の方向 
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第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

 

 
 

② ひとり親家庭の自立支援 

○ひとり親家庭の相談・支援業務を充実します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

70 
ひとり親家庭に対する

相談 

母子自立支援員等が、ひとり親家庭への相談に

応じます。 
こども政策課 

71 
ひとり親家庭への日常

生活支援 

ひとり親家庭が社会的な事由等により、日常生

活に支障が生じる場合に、家庭生活支援員を派

遣します。 

こども政策課 

○ひとり親家庭に対する、経済的な支援を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

72 児童扶養手当の支給 
児童扶養手当を支給し、ひとり親家庭の生活の

安定、経済的負担軽減を図ります。 
こども政策課 

73 
母子家庭等医療費助成

事業の実施 

医療費の助成を行うことにより、子どもの健全

育成とひとり親家庭の生活の安定、経済的負担

軽減を図ります。また、ひとり親家庭への制度

の普及啓発に努めます。 

保険年金課 

74 
母子家庭等における就

労に向けた支援 

自立支援教育訓練給付と高等職業訓練促進給

付の実施により、母子家庭の母親の安定的な就

職に向けた技能習得、能力開発を支援します。 

こども政策課 

 
 

 
 

③ 外国人市民の自立支援 

○多言語による情報提供を行います。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

75 
生活支援に関する情報

の多言語による提供 

外国人市民に対する生活支援のため、多言語に

よる情報提供を行います。 
生涯学習課 

○外国人の相談支援を実施します。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

76 
外国人生活支援員設置

事業 

外国人市民に対する相談事業を実施するとと

もに、内容に応じて必要な機関等へつなぎま

す。 

生涯学習課 

 

 

施策の方向 

施策の方向 



 

33 

 

第
３
章 

基本目標 

Ⅰ 

基本目標 

Ⅱ 

基本目標 

Ⅲ 

基本目標 

Ⅳ 

市民は･･･ 

●ＤＶについて、正しい情報を得て、理解を深める。 

●暴力は重大な人権侵害であるという認識を持つ。 

●暴力を見て見ぬふりをせず、被害者に対して相談窓口を伝えたり、関係機関に情報を伝え

たりする。 

●自分や家族の健康について関心を持つ。 

●定期的に、健康診査やがん検診を受診する。 

●健康づくりに関する学習機会に積極的に参加し、必要に応じて相談を利用する。 

地域は･･･ 

●地域のみんなで健康づくりに取り組む。 

職場（企業）は･･･ 

●企業の母性健康管理措置を徹底する。 

●従業員の心の健康づくりに配慮する。 

○国際的な動向の情報発信に努めます。 

具体的施策 施策の実施内容 担当課 

77 

男女共同参画の国際的

な動向の情報収集、情

報発信 

男女共同参画に関する国際的な動きについて、

市民への情報提供を行います。 
市民サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～家庭・地域・職場（企業）で取り組むこと～ 
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第４章 計画の推進体制 
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第
４
章 

 

１ 市役所内推進体制の充実 

（１）市役所内推進組織の充実 

男女共同参画に関する施策は分野が多岐にわたるため、着実な推進に向けては市役所内関係各

課の連携が必要です。本計画を総合的に推進し、実効性のあるものとするため、「江南市男女

共同参画推進委員会」において市役所内関係各課の連携を強化します。 

 

（２）市職員に対する男女共同参画理解の促進 

各施策を推進する職員一人ひとりが男女共同参画の意識を持ち、率先して市民のモデルと

なっていくことが求められます。全庁的に男女共同参画の視点から行政運営に取り組めるよ

う、研修等を通じて職員への意識啓発を進めます。 

 

（３）基本計画の進行 

担当課が実施する男女共同参画に関連する事業について、毎年調査を行い、実施状況を点

検・評価します。また、計画期間中の社会情勢の変化に対応した新たな施策についても必要

に応じて検討のうえ、実施します。 

計画で掲げた「施策の成果目標」については、毎年進捗状況を点検・評価し、課題の検討

を行ったうえで取組みの改善につなげ、着実な目標の達成を目指します。 

また、「江南市男女共同参画懇話会」において、市民視点から計画の推進状況の点検・評価

を行います。 

 

２ 関係機関・団体等との連携 

（１）市民、地域、企業等との連携 

市民自らが家庭や地域、職場などの様々な場面において男女共同参画社会づくりに向けた自発

的な行動をとることができるよう、広報・啓発を進めます。また、男女共同参画の推進に協力す

る団体を育成するとともに、ネットワークづくりを進め、市民と行政との協働により男女共同参

画社会の実現を目指します。 

 

（２）国や県、近隣自治体等との連携、協力 

本計画の推進にあたり、国・県や他の近隣自治体等との連携を図るとともに、江南市から

の情報発信を積極的に行います。 
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資 料 編 
 

 

 

１ 施策の成果目標一覧 

２ 江南市男女共同参画懇話会設置要綱 

３ 江南市男女共同参画推進委員会設置要綱 

４ 男女共同参画社会基本法 

５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
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資
料
編 

 

１ 施策の成果目標一覧 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

１ 男女共同参画理解への啓発 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

男女共同参画セミナーへの

参加率（％） 
【市民サービス課】 

多くの市民が事業に参加すること

で、男女共同参画社会に関する理解

が深まる。 

58.9 
93.9 

（70.0） 
95.0 

【算出方法】 

「男女共同参画セミナー」の定員数に占める参加者の割合（年度合計） 

男女共同参画都市宣言の周

知度（％） 
【市民サービス課】 

江南市が男女共同参画宣言都市であ

ることが市民に広く周知される。 
21.4 

50.0 

（60.0） 
90.0 

【算出方法】 

市民アンケートで、「江南市が男女共同参画都市宣言を行ったことを知っている

か」という質問に対し、「知っている」と回答した割合 

 

２ 男女共同参画のための教育・学習活動の充実 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

キャリア教育に関する年間

指導計画を作成している小

中学校の校数（校） 

※市立小中学校 15校 
【教育課】 

男女ともに、勤労観、職業観を身に

つけることができる。 
６ 

15 

（15） 
15 

【算出方法】 

市内の小中学校のうち、キャリア教育（児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を

育てる教育）についての年間指導計画を作成している学校数（年度末） 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野で男女が協働できるまちづくり 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

審議会等における女性委員

の割合（％） 
【市民サービス課】 

女性が政策決定の場へ参画すること

で、多様な意見を行政施策に反映さ

せることができる。 

24.2 
22.4 

（30.0） 
35.0 

【算出方法】 

市の審議会等（法令・条例設置）委員に占める女性委員の割合（４月１日） 
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２ 地域における社会活動への男女共同参画の促進 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

区長・町総代に占める女性

の割合（％） 
【地方創生推進課】 

女性が積極的に地域活動に参画する

ことで、多様な意見を地域社会に反

映させることができる。 

7.0 
11.0 

（8.0） 
10.0 

【算出方法】 

区長、町総代に占める女性の割合（４月１日） 

男女共同参画研修への派遣

人数（人／年） 
【市民サービス課】 

男女共同参画の分野でリーダーとし

て活躍できる人材が育成される。 
２ 

０ 

（３） 
４ 

【算出方法】 

愛知県の実施する男女共同参画研修に派遣した江南市民の数（年度合計） 

 

 

基本目標Ⅲ 男女ともに働きやすい環境づくり 

１ 働く場における男女共同参画の促進 

指標 指標の説明 基準値 
実績値 目標値 

平成 27年 平成 33年 

30～34 歳の女性の労働力率

（％） 

Ｍ字曲線が解消され、仕事と家庭を

両立できる、働きやすい環境となっ

ている。 

58.5 

（Ｈ17国勢調査） 

68.5 

（62.0） 
65.0 

【算出方法】 

30～34歳の女性人口のうち、労働力人口（就業者と完全失業者を合わせたもの）

の割合（国勢調査から算出） 

※目標値の平成 29年は平成 27年国勢調査、平成 33年は平成 32年国勢調査の結果より算出する。 

 

２ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

指標 指標の説明 
基準値 

（H23） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

市内のファミリー・フレン

ドリー企業数（企業） 
【商工観光課】 

市内の企業において子育て支援や男

女共同参画の機運が高まる。 
４ 

12 

（５） 
14 

【算出方法】 

愛知県ファミリー・フレンドリー企業サイトで公開されている、江南市内に本社

や主たる事業所を置く企業の数（４月１日） 
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基本目標Ⅳ 男女が安心して暮らせる家庭・社会づくり 

１ 配偶者等に対する暴力の根絶（江南市ＤＶ防止計画） 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

ＤＶに関する相談窓口の周

知度（％） 
【福祉課】 

ＤＶの相談窓口が周知され、被害の

潜在化を防ぐことができる。 
51.9 

実施せず 

（70.0） 
90.0 

【算出方法】 

市民アンケートで、「ＤＶについて相談できる窓口があること」を知っていると

回答した割合 

配偶者や恋人など親密な関

係の人から受ける暴力をい

わゆるＤＶと呼ぶことを知

っている人の割合（％） 
【福祉課】 

市民のＤＶに関する認識が高まり、

ＤＶの防止や早期発見ができやすい

環境となる。 

84.2 
実施せず 

（87.0） 
90.0 

【算出方法】 

市民アンケートで、「配偶者や恋人など親密な関係の人から受ける暴力を、いわ

ゆる「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」と呼ぶこと」を知っていると回

答した割合 

２ 生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

子宮頚がん検診受診率（％） 
【健康づくり課】 

女性特有の疾病に関する検診受診率

を向上させることで、女性の健康の

保持増進が図られる。 

12.4 
8.7 

（20.0） 
30.0 

【算出方法】 

当該検診の対象となる女性のうち、子宮頚がん検診の受診者数の割合（年度合計） 

乳がん検診受診率（％） 
【健康づくり課】 

女性特有の疾病に関する検診受診率

を向上させることで、女性の健康の

保持増進が図られる。 

10.9 
8.9 

（20.0） 
30.0 

【算出方法】 

当該検診の対象となる女性のうち、乳がん検診の受診者数の割合（年度合計） 

３ 男女共同参画推進のための社会的支援の充実  

指標 指標の説明 
基準値 

（H22） 

実績値 目標値 

平成 28年 平成 33年 

家族介護教室の参加者数 

（人） 
【高齢者生きがい課】 

家庭で介護をしている男女の介護技

術が向上する。 
87 

154 

（100） 
120 

【算出方法】 

家族介護教室への参加人数（年度合計） 

障害者(児)相談の件数（件） 
【福祉課】 

障害のある人やその家族が相談しや

すい窓口となる。 
136 

110 

（150） 
165 

【算出方法】 

障害者の相談窓口において対応した相談件数（年度合計） 
   

※表（ ）は H29 目標数値
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２ 江南市男女共同参画懇話会設置要綱 

 （設置） 

第１条  男女共同参画社会の形成促進に関する諸問題の把握と、施策のあり方を総合的に検討し、当該社会の

実現に向けて計画的、効果的な施策の推進に資するため、江南市男女共同参画懇話会（以下「懇話会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第２条  懇話会は、次の事項を所掌する。 

（１）男女共同参画基本計画（以下「計画」という。）の策定に向けて提言し、計画策定に関し必要な事項を研

究、検討すること。 

 （２）計画の推進に関し研究、検討すること。 

 （３）その他男女共同参画社会の形成促進に関し必要な事項を研究、検討すること。 

（組織） 

第３条  懇話会は、委員１７名以内で組織する。 

２ 委員は優れた識見又は熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。 

 （会長及び副会長） 

第４条  懇話会に会長及び副会長を置き、その選出は委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （委員） 

第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

３ 委員が退職しようとするときは、会長を経て市長に申し出なければならない。 

 （会議） 

第６条  懇話会の会議は、会長が招集する。 

２ 懇話会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

 （庶務） 

第７条  懇話会の庶務は、企画部市民サービス課において処理する。 

 （雑則） 

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

附 則 

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１４年６月２８日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成２０年４月 1日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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３ 江南市男女共同参画推進委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 江南市男女共同参画基本計画に基づき、本市における男女共同参画社会の形成促進に関する施策を総合

的かつ効果的に推進するため、江南市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 男女共同参画に関する施策の総合調整に関すること。 

（２） 男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な企画及び推進に関すること。 

（３） その他男女共同参画推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、２０人以内の委員で組織する。 

２ 委員会の委員長は企画部長とし、副委員長は企画部市民サービス課長とする。 

３ 委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （委員長及び副委員長の職務） 

第５条 委員長は、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画部市民サービス課において処理する。 

 （雑則） 

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

 

      附 則 

１ この要綱は、平成１０年６月１日から施行する。 

２ 第４条本文の規定にかかわらず、平成１０年度の委員の任期は、任命の日から 

平成１１年３月３１日までとする。 

附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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４ 男女共同参画社会基本法 （平成 11 年 6 月 23日法律第 78 号） 

 

目次  

前文 

第１章 総則（第１条―第 12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策（第 13条―第 20条） 

第３章 男女共同参画会議（第 21条―第 28条） 

附則  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

  

 

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。  

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。  

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。  

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の

選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。  

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。  

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。  

 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。  

 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。  
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（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（国民の責務） 

第 10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

 

（法制上の措置等） 

第 11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。  

 

（年次報告等） 

第 12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。  

 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策  

（男女共同参画基本計画）  

第 13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。  

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。  

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならな

い。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

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 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す

るに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ

ればならない。  

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基

本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講

じなければならない。  

 

（苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を

及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ

れた場合における被害者の救済を図るために必要な措置

を講じなければならない。  

 

（調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な

調査研究を推進するように努めるものとする。  

 

（国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下

に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換

その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協

力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように

努めるものとする。  

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 
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第 20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参

画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。  

 

 

第３章 男女共同参画会議  

（設置） 

第 21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。  

 

（所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13条第３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２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認

めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

を述べること。  

 

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組織す

る。  

 

（議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

 

（議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

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２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の 10分の５未満であってはならない。  

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の 10分の４未満で

あってはならない。  

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。  

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。  

 

（資料提出の要求等） 

第 27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は

調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説

明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。  

 

（政令への委任） 

第 28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定

める。  

 

 

附則（平成 11年６月 23日法律第 78号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。  

 

附 則（平成 11年７月 16日法律第 102号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11年法律第 88号）の施行の日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。  

    （施行の日＝平成 13年１月６日）  

一 略  

二 附則第 10条第１項及び第５項、第 14条第３項、第 23

条、第 28条並びに第 30条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従

前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員であ

る者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、

委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定

にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第 30条 第２条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定

める。  

 

附則（平成 11年 12月 22日法律第 160号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成 13

年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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５  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律   

（平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号） 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条） 

第２節 一般事業主行動計画（第８条―第 14 条） 

第３節 特定事業主行動計画（第 15 条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 16 条・

第 17 条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置（第 18 条―第 25 条） 

第５章 雑則（第 26 条―第 28 条） 

第６章 罰則（第 29 条―第 34 条） 

附則 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に

発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職

業生活における活躍」という。）が一層重要となっている

ことに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第

78 号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活

躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本

方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するための支援措置等について定めること

により、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子

高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢

の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

を目的とする。 

 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの

意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対

する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その

他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用

を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した

職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活

に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこと

その他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響

を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相

互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生

活における活動について家族の一員としての役割を円滑

に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な

環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑

かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われな

ければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊

重されるべきものであることに留意されなければならな

い。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第

５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭

生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施する

よう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しな

ければならない。 

 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければな

らない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

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
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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２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道府

県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市

町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方

針に即して、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及

び第 15 条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項に

おいて「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する

指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定め

なければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三

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１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定

めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の

割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理

的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の

その事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するた

めに改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

案して、これを定めなければならない。この場合において、

前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女

性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第１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１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１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３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につい

て、それぞれ準用する。 
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（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働

省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取

組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労

働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行

うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第 20

条第１項において「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引

に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定め

るもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならな

い。 

 

（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第９条の認定を取り消すこと

ができる。 

一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300人

以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の

募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業

主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和 22年法律第百 141号）第 36条第１項及び第３項の

規定は、当該構成員である中小事業主については、適用し

ない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により

設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省

令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又

は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に

該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事

業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助

を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣

が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で

定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を

取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、

募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関

する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に

届け出なければならない。 

５ 職業安定法第 37 条第２項の規定は前項の規定による

届出があった場合について、同法第５条の３第１項及び第

４項、第５条の４、第 39 条、第 41 条第２項、第 42 条第

１項、第 42 条の２、第 48 条の３第１項、第 48 条の４、

第 50条第１項及び第２項並びに第 51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 40 条の規定は同項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第

50 条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する

同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ

準用する。この場合において、同法第 37 条第２項中「労

働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律第 12 条第４項の規定

による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第 41 条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を

命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものと

する。 

６ 職業安定法第 36条第２項及び第 42条の３の規定の適

用については、同法第 36 条第２項中「前項の」とあるの

は「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法

第 42条の３中「第 39条に規定する募集受託者」とあるの

は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成 27 年法律第 64 号）第 12 条第４項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めることが

できる。 

 

（平 29法 14・一部改正） 

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供

し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法につい

て指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施

を図るものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 14 条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又

はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一

般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又

は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施される

ように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 
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第３節 特定事業主行動計画 

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい

う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策

定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施

する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めな

ければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採

用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数

の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性

の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職

業生活における活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めな

ければならない。この場合において、前項第二号の目標に

ついては、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の

継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位

にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用い

て定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措

置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならな

い。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を

達成するよう努めなければならない。 

 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 16 条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公

表しなければならない。 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の

職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表する

よう努めなければならない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 17条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資す

るよう、その事務及び事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第 18 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は

営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相

談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとして

内閣府令で定める基準に適合する者に委託することがで

きる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は

当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第 19 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上

の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第 20 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資

するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の

特別の法律によって設立された法人であって政令で定め

るものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適

正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職

業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一

般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するもの

とする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよ

うに努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活におけ

る活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、

その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとす
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る。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活に

おける活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第 23 条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生

活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及

び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」

という。）は、第 18条第１項の規定により国が講ずる措置

及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置

に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進

に有用な情報を活用することにより、当該区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的

かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構

成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するこ

とができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第 18 条第３項の規定による事務の委託がさ

れている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員

として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることが

できる。 

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２項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情

報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、

地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければな

らない。 

 

（秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に

従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業主

に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をす

ることができる。 

 

（権限の委任） 

第 27条 第８条から第 12条まで及び前条に規定する厚生

労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

 

（政令への委任） 

第 28 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施

のため必要な事項は、政令で定める。 

 

 

第６章 罰則 

第 29条 第 12条第５項において準用する職業安定法第 41

条第２項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働

者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は 100万円以

下の罰金に処する。 

 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下

の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

一 第 18条第 4項の規定に違反した者 

二 第 24条の規定に違反した者 

 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下

の懲役又は 30万円以下の罰金に処する。 

一 第 12 条第４項の規定による届出をしないで、労働者

の募集に従事した者 

二 第 12条第５項において準用する職業安定法第 37条第

２項の規定による指示に従わなかった者 

三 第 12条第５項において準用する職業安定法第 39条又

は第 40条の規定に違反した者 

 

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以

下の罰金に処する。 

一 第 10条第２項の規定に違反した者 

二 第 12条第５項において準用する職業安定法第 50条第

１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第 12条第５項において準用する職業安定法第 50条第

２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第 12条第５項において準用する職業安定法第 51条第

１項の規定に違反して秘密を漏らした者 

 

（平 29法 14・一部改正） 

第 33 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第

29 条、第 31 条又は前条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金
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刑を科する。 

第 34条 第 26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、20万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

３章（第７条を除く。）、第５章（第 28条を除く。）及び第

６章（第 30条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、

平成 28年４月１日から施行する。 

 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成 38年３月 31日限り、その効力

を失う。 

２ 第 18 条第３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４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して

知り得た秘密については、第 24 条の規定（同条に係る罰

則を含む。）は、第１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１項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認

めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成 29年 3月 31日法律第 14号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 第１条中雇用保険法第 64 条の次に１条を加える改正

規定及び附則第 35条の規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第２条中雇用保険法第 10条の４第２項、第 58条第１

項、第 60 条の２第４項、第 76 条第２項及び第 79 条の２

並びに附則第 11 条の２第１項の改正規定並びに同条第３

項の改正規定（「100分の 50を」を「100分の 80を」に改

める部分に限る。）、第４条の規定並びに第７条中育児・介

護休業法第 53条第５項及び第６項並びに第 64条の改正規

定並びに附則第５条から第８条まで及び第 10 条の規定、

附則第 13条中国家公務員退職手当法（昭和 28年法律第 182

号）第 10 条第 10 項第５号の改正規定、附則第 14 条第２

項及び第 17条の規定、附則第 18条（次号に掲げる規定を

除く。）の規定、附則第 19条中高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号）第 38 条第３項の

改正規定（「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める

部分に限る。）、附則第 20 条中建設労働者の雇用の改善等

に関する法律（昭和 51 年法律第 33 号）第 30 条第１項の

表第４条第８項の項、第 32条の 11から第 32条の 15まで、

第 32条の 16第１項及び第 51条の項及び第 48条の３及び

第 48 条の４第１項の項の改正規定、附則第 21 条、第 22

条、第 26 条から第 28 条まで及び第 32 条の規定並びに附

則第 33 条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成 30

年 1月 1日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第 34 条 この法律（附則第１条第４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 35 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。
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