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参考資料１　酒田市男女共同参画推進計画における数値目標一覧

基本目標Ⅰ 多様性を尊重する意識づくり

成果指標　■ジェンダーによる不平等を感じる割合　　52.1%（2017年）　⇒　40.0％（2022年）

施策の方向１ 男女が個人として尊重される人権意識の普及・啓発

(1)男女共同参画意識を高めるための広報・啓発を行います

①ウィズのホームページ年間アクセス件数 件

(2)性別による固定的役割分担意識の見直しを進めます

②ウィズ出前講座受講団体数（累計） 団体

施策の方向２ 男女共同参画を推進する教育と学習の充実

(1)あらゆる世代が男女共同参画を学べる機会を充実します

③小中学校での男女混合型学級名簿作成割合 ％

④チェリア塾基本コース修了市民数（累計） 人

⑤ウィズ講座等年間参加者数 人

(2)男女共同参画に関する情報を収集・調査し発信します

⑥ウィズのホームページ年間アクセス件数（再掲） 件

⑦ウィズ図書の年間貸出し冊数 冊

基本目標Ⅱ 男女がともに支えあう社会づくり

成果指標　■審議会等委員への女性の登用率　　25.7%（2017年）　⇒　35.0％（2022年）

施策の方向３ 政策・方針決定過程における女性の参画促進

(1)政治・行政の政策・方針決定過程への女性の参画を促進します

①市議会議員選挙立候補者に占める女性の割合 ％

②行政委員会委員に占める女性の割合 ％

③市役所管理職(課長級以上)に占める女性の割合 ％

(2)企業や団体等の方針決定の場における男女共同参画を促進します

(3)人材の育成とネットワークづくりを進めます

④ウィズサポーター登録者数 人

施策の方向４ 地域社会における男女共同参画の推進

(1)地域活動等における身近な男女共同参画を促進します

⑤自治会長に占める女性の割合 ％

(2)防災分野における男女共同参画を促進します

⑥女性の消防士採用人数（累計） 人

(3)多様な人材の社会活動への参画を促進します

⑦障がい者雇用率 ％

⑧国際交流サロン利用者数 人

主な担当課

地域共生課

地域共生課

地域共生課

地域共生課

学校教育課

項　　　　　目

各行政委員主管課

地域共生課

単位
年度等 数値

直近の状況

2017年 1,548

2018年10月末 56.6

人事課

2017年 668

2016年 13,600

2022年 100

2018年 39 2022年 50

目標

年度 数値

2019年 11,500

2019年2月末 6 2022年 50

2019年 700

項　　　　　目 主な担当課 単位
直近の状況 目標

年度等 数値 年度等 数値

地域共生課 2017年 1,548 2019年 11,500

地域共生課 2017年 71 2020年 92

2020年 15.0

2018年 7 2022年 10

2017年 2.24 2022年 2.40

2018年 0 2022年 1

地域共生課

福祉課

消防本部

地域共生課

地域共生課

2018年4月初 1.3 2022年 2.6

2022年 15,000

2017年 14.3 2021年 28.6

2018年 16.7 2022年 20.0

2018年 12.1
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基本目標Ⅲ いきいきと働くことができる環境づくり

成果指標　■職場における男女の不平等感を感じる割合　　60.5%（2017年）　⇒　40.0％（2022年）
　　　　　■家庭における男女の不平等感を感じる割合　　59.1%（2017年）　⇒　40.0％（2022年）

施策の方向５ 職域における男女の均等な機会と待遇の確保

(1)雇用等における男女の均等な機会と待遇を確保します

①山形いきいき子育て応援企業登録数 社

②女性応援ポータルサイトアクセス件数 件

③市役所管理職(課長級以上)に占める女性の割合(再掲) ％

(2)自営業等における男女共同参画を促進します

④家族経営協定締結農家数（累計） 件

施策の方向６ ワーク・ライフ・バランスの推進

(1)ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりを推進します

⑤山形いきいき子育て応援企業登録数（再掲） 件

⑥市役所男性職員の育児休業取得者数 人

⑦市役所職員の時間外勤務年間平均時間数 時間

(2)家庭生活における男女共同参画を促進します

⑧ウィズ出前講座受講団体数（累計　再掲） 件

(3)子育て、介護のための社会的支援を充実します

⑨希望どおり保育サービスを利用できた割合 ％

施策の方向７ 多様な分野での女性の活躍の推進

(1)女性のスキルアップ機会を充実します

⑩女性活躍推進市民フォーラム参加者数 人

⑪女性応援ポータルサイトアクセス件数（再掲） 件

(2)女性のチャレンジを支援します

⑫産業振興まちづくりセンター年間利用者数 人

(3)性別により職域を限定しない働き方を支援します

⑬女性の消防士採用人数（累計） 人

基本目標Ⅳ 安心して暮らせる環境づくり

成果指標　■ＤＶ被害にあったことがある割合　　2.6%（2017年）　⇒　1.3％（2022年）
　　　　　■ＤＶ被害者のうちどこ(誰)にも相談しなかった割合　　50.8%（2017年）⇒　25.4％（2022年）

施策の方向８ あらゆる暴力の根絶とサポート体制の充実

(1)女性に対する暴力を防ぐ環境を整えます

①デートＤＶ防止講座受講学校数 校

(2)相談体制、サポート体制を充実します

②ウィズの認知度 ％

施策の方向９ 生涯を通じた健康づくりの推進

(1)性差に対する理解と生涯を通じた健康づくりを促進します

③人口10万人あたり自殺死亡者数 人

④人口10万人当たりがん死亡者数 人

⑤市民の健康寿命 歳健康課

地域共生課

商工港湾課

地域共生課

地域共生課

地域共生課

人事課

子育て支援課

項　　　　　目

項　　　　　目 主な担当課

地域共生課

健康課

健康課

人事課

商工港湾課

農業委員会

人事課

地域共生課

商工港湾課

主な担当課 単位
直近の状況

2018年 12.1

年度等 数値数値

目標

年度等 数値 年度等

目標

年度等

2020年 15.0

2018年3月末 134 2022年 増加

2017年 52 2022年 150

2018年1月末 5,035 2019年 7,200

2017年 82.2 2019年 減少

2019年2月末 6 2022年 50

2017年 52 2022年 150

2017年 1 2019年 1以上

2016年 72.15 2022年 75以上

2018年1月末 5,035 2019年 7,200

2019年1月末 2,216 2022年 2,500

数値

2017年 28.3 2022年 35.0

2015年 382.7 2022年 全国平均以下

2015年 19.9 2022年 15.5

消防本部 2018年 0 2022年 1

2017年 79 2022年 90

2018年 1 2022年 2

2017年 200 2019年 増加

単位
直近の状況
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参考資料２ 計画策定までの経過 

 

※ 男女がともに暮しやすいまちづくりを進めるための市民アンケート調査。無作為抽出により市民 2,000人 

   （男女各 1,000人）を対象にアンケート用紙の郵送により調査実施。658件の有効回答を得た。 

 

■ アドバイザー（東北公益文科大学研究科長 伊藤眞知子教授）との打合せを随時実施 

 
■ 下記関連団体と意見交換等を実施 
・ウィズ登録団体 10団体 ・酒田人権擁護委員協議会 ・酒田市婦人会連絡協議会  

年月日 項   目 内   容 

H29.12.15 

～H30.1.5 
市民アンケート※調査実施 

・男女共同参画に関する意識 

・男女共同参画関連用語認知度 等 

 5.1 酒田市男女共同参画推進本部設置  

5.23 市議会 建設経済常任委員協議会 
・市民アンケート結果 

・計画策定方法 

5.31 東北公益文科大学学生との意見交換 ・男女共同参画に関する意見交換 

 6.22 推進本部 ワーキング 
・現行計画の進捗状況確認 

・計画策定方向について 

6.27 ウィズサポーター会議 
・アンケート結果分析  

・市民ワークショップの運営方法 

7.14 市民ワークショップ① 
・「らしさ」による生きづらさ 

・こんな街なら暮しやすい 

7.25 推進本部 幹事会① ・計画素案について 

8.9 女性活躍推進懇話会 ・計画素案について 

8.9 二役協議 ・計画素案について 

9.9 市民ワークショップ② 
・計画案各施策の優先度 

・自分自身ができる取組み 

10.26 推進本部 幹事会② ・計画案について 

11.29 市議会 全協議会 ・計画案について 

12.9 ウィズサポーター会議 ・計画案について 

H31.1.18

～2.6 
パブリックコメント（意見公募） ・計画案について 

2.18 女性活躍推進懇話会 ・計画案について 

2.21 推進本部 本部員会 ・計画案について 

 計画決定  
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参考資料３ 男女共同参画関係用語 
 

一部、内閣府男女共同参画局のホームページの用語集（平成 24 年 8 月更新）より転載しています。 

 用   語 解    説 

あ

行 

アンコンシャス・バイアス 
（unconscious bias） 

無意識の偏見や思い込み。人が経験則によって気付かないうち

に持つようになった偏った考え方。例えば「子育て中の女性は仕事

の負担を軽くしてあげた方がいい」という考えは、思いやりや配慮

ともいえるが、受け手側にとっては「助かる」と感じる人もいれば

「今までどおり働きたい」と考える人もいる。個人や組織などに潜

在する意識として、顕著化しにくい課題といわれる。 

アンペイドワーク 
（unpaid work） 

 無償労働。家庭内での家事労働や家庭外でのボランティア活動

など、賃金や報酬を伴わない労働や活動のこと。日本では、その多

くを女性が担うケースが多い。 

エンパワーメント 
（empowerment） 

 力をつけること。社会的、経済的、政治的、文化的に力を持った

存在になること。自分自身で意思決定し、行動に移す能力を身につ

け、その能力を発揮すること。 

か

行 

家族経営協定（かぞくけいえ

いきょうてい） 

家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経 

営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、

家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な

話し合いに基づき、文書により取り決めるもの。 

キャリア教育 一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力 

や態度を育てること。自身の進路を自分で決める主体性の育成や、

社会に出た際に自立するための能力開発なども含まれる。 

クオータ制 

（quota system） 

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の手法の一つであり、 

人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこ

と。ノルウェーが発祥の地とされ、特に政治分野での活用が多い。 

国際女性デー 3 月 8 日は、国連が制定した国際女性デー。1904 年 3 月 8 日に

アメリカの女性たちが参政権を求めてデモを行ったことをきっか

けに、女性の地位向上を呼びかける動きが世界で活発化した。アメ

リカで女性の参政権が認められた後もこの動きは続き、1975 年に

は「広く女性の社会参加を呼びかける記念日」として、国連で正式

に制定された。毎年 3 月 8 日の国際女性デー当日には、世界の各

所で、女性の権利向上をテーマとしたイベントや運動が行われて

いる。 

さ

行 

ジェンダー 

（gender） 

社会的・文化的に形成された性別のこと。生物学的な性別（セッ 

クス／sex）である「男」と「女」のカテゴリーのどちらかに人間

を割振る力であり、女らしさ、男らしさなどの形で表される。時代

とともに変化するものだが、高度経済成長期に培われたそのあり

方が、現代の生活には適合しなくなっている。 

社会包摂（しゃかいほうせつ） 社会的包摂ともいう。社会的排除の反対の概念。社会的に孤立や

困難を抱えている人々に対して社会参加の機会を開き、社会的課

題の緩和や解決に取り組む継続的な活動のこと。 

女性に対する暴力をなくす運

動 

平成 13年（2001年）に内閣府の呼びかけにより始まった運動。 

毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日までの 2 週間、女性に対する暴力

をなくすための啓発活動を集中的に実施している。紫色を運動の

象徴カラーとして、パープルリボンの着用や、施設のパープルライ

トアップなどが各地で行われている。なお、運動期間の最終日とな

る 11月 25日は、国連総会が指定した「女性に対する暴力撤廃国際

日」である。 

ストーカー行為 特定の人に対する恋愛や恨みなどの感情により、つきまといや 

押し掛け、待ち伏せ等の行為を行うこと。それらの行為を規制する

ため「ストーカー行為等の規制等に関する法律（通称:ストーカー

規正法）」が 2000年に施行された。 

スマートワーク 

（smart work） 

多様な働き方を採用し、生産性を上げ、効率的に働く「賢い働き 

方」のこと。育児や介護などにより、働きたくてもフルタイムで働

くことができなかった優秀な人材の確保にもつながる。また、残業

時間の短縮につながるなど、長時間労働の是正にもつながり、ワー

ク・ライフ・バランスの推進が期待できる。 

性的指向 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもの。恋 

愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女

両方に向かう両性愛などを指す。 
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 用   語 解    説 

さ

行 

性的マイノリティ 性的少数者を総称することば。セクシュアル・マイノリティとも

いう。性的指向が異性愛でない人々や性自認が誕生時に付与され

た性別と異なる人 （々LGBT：レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、

トランスジェンダー）、性同一性障害の人などが含まれる。 

性同一性障害 自分で自覚している性別と戸籍上の性別との間にずれが生じて 

いる状態をさす医学用語。 

性別による固定的役割分担意

識 

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」というような、近 

代社会の中で人々の意識の中に形づくられてきた、性別により役

割を決め付けてしまう意識や考え方。個人の能力を発揮する機会

を奪い、個人の可能性を狭める要因にもなる。 

セクシュアル・ハラスメント 

（sexual harassment） 

性的な言動により、他者を不快にさせる行為。セクハラと略され 

る。職場や学校、地域など、様々な場面で問題となっている人権侵

害行為。 

た

行 

ダイバーシティ 

（diversity） 

多様性のこと。性別や国籍、年齢などに関係なく、多様な個性 

が力を発揮し、共存できる社会をダイバーシティ社会という。 

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のこと。 

男女共同参画週間 1999年 6月 23日に男女共同参画社会基本法が公布・施行され 

たことにちなみ、毎年 6月 23日から 6月 29日までの 1週間を「男

女共同参画週間」と位置付けている。この期間中、各所で様々な取

組みを行い、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について

理解を深めることを目指している。 

デートＤＶ ドメスティック・バイオレンス（domestic violence：通称ＤＶ） 

のうち、交際相手との間で発生する暴力のこと。 

ドメスティック・バイオレン

ス（domestic violence） 

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。身体的な暴力のほか、言葉による暴力、性的な暴力、経

済的な暴力なども含まれる。深刻な社会問題として、ＤＶの防止

とＤＶ被害者の保護を目的とした「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」が 2004年に施行された。 

は

行 

バリアフリー 

（barrier-free） 

高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）と 

なるものを除去（フリー）すること。物理的、社会的、心理的な障

壁や、情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方

のこと。 

ポジティブアクション 

（positive action） 

積極的改善措置。様々な分野において、活動に参画する機会の男 

女間の格差を改善するため、不利を被っている男女のいずれか一

方に対して、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、

個々の状況に応じて必要な範囲内において実施するもの。 

ま

行 

メディアリテラシー 

（media literacy） 

テレビや新聞、インターネットなどのメディア情報を主体的に 

読み解く能力、メディアにアクセスして活用する能力、メディア

を通じコミュニケーションする能力の 3 つを構成要素とする複合

的な能力のこと。メディアから得る情報を無条件に受け入れてい

ることなく、他の情報も踏まえたうえで、自身で判断する能力を

身に着けることが大切。 

や

行 

ユニバーサルデザイン 

（universal design） 

年齢や性別、国籍、障がいの有無などに関係なく、すべての人が 

便利に使えるようにデザインしていこうとする考え方。製品や建

物、空間だけではなく、サービスや情報、思いやりの心なども含む。

バリアフリーが障壁を除去するという考え方であるのに対し、ユ

ニバーサルデザインは、最初から障壁を作らないという考え方。 

ら

行 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ 
(Reproductive Health and Rights) 

性と生殖に関する健康と権利。1994年にカイロで開催された国 

際人口・開発会議において提唱された概念で、人権に関する重要な

一つとして認識される。 

リプロダクティブ・ヘルスは、 人々が安全で満ち足りた性生活

を営むことができ、 生殖能力をもち、 子どもを産むのか産まない

のか、 いつ産むのか、 何人産むのかを決める自由をもつことを意

味する。 

リプロダクティブ・ライツは、性に関する健康を享受する権利。

すべてのカップルと個人が、差別や強制を受けることなく、自分た

ちの子どもの数や出産する時期などを自由にかつ責任をもって決

定でき、そのための情報と手段を得ることができる権利のこと。 
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 用   語 解    説 

ら

行 

ロールモデル（role model） 将来像を描く際や、自分のキャリア形成を考える際に参考とす 

る役割モデルのこと。 

わ

行 

ワーク・ライフ・バランス 

（work-life balance） 

仕事と生活の調和。一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら 

働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい

ても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生

き方が選択・実現できること｡仕事と生活が相互に刺激し合い、い

い影響を与え合うことで、仕事と生活の好循環が期待される。 

Ｌ ＬＧＢＴ レズビアン（Lesbian：女性同性愛者）、ゲイ（Gay：男性同性愛 

者）、バイセクシュアル（Bisexual：両性愛者）、トランスジェンダ

ー（Transgender：出生時に診断された性と自認する性が一致しな

い者）の頭文字をとった、性的マイノリティの一部の人々の総称。 

Ｍ Ｍ字カーブ 女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷 

とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットの M

のような形になること。結婚や出産を機に労働市場から退出する

女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する特徴

を表している。アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、

日本ほど顕著な子育て期における就業率の低下はみられない。 

Ｓ ＳＤＧｓ 
(Sustainable Development Goals) 

持続可能な開発目標。2015年の国連サミットで採択された成果 

文書「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載された 2030

年までの世界共通の国際的な目標。17の目標のうち、5つ目に「ジ

ェンダーの平等と女性のエンパワーメント」が示されている。 
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参考資料４  

男女共同参画社会基本法 
平成11年６月23日号外法律第78号 

平成11年12月22日号外法律第160号 

 

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

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

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

女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

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

け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要

である。 

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

公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定

する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体

及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

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

一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（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。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

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

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。 



 

51 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必

要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の

交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

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

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満

であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監

視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対し

ても、必要な協力を依頼することができる。 
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（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

附則 

（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ものとみなす。 

（総理府設置法の一部改正） 

第四条 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。 

（略〕 

 

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〔平成一三年一月

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 [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。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律

で定める。 

 

附則〔平成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。〔後略〕__ 
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参考資料５  

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４月13日法律第31号 

［最終改正］平成26年４月23日号外法第28号 

 

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

取組が行われている。 

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

が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自

立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなって

いる。 

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

保護するための施策を講ずることが必要である。 

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

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

力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 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。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、

その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基 

本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以

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

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し

なければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは､遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

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 
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二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言そ

の他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴

力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機

能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介する

こと。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五

条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行う

こと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において

同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努

めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった

と認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。

この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった

と認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有す

る情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者

に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行
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うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律

第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶

者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるとき

は、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自

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

のとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事

務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六

十四号）、母子及び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。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関

係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力

するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章保護命令 

（保護命令） 

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

える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）

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

偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身

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

が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受

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

の条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる

ものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本

拠を共にする場合に限る。 

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

除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤

務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び

当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に

対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 
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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。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること

その他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該

親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場

所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親

族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は

住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

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

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げ

る事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける

身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立て

の時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時にお

ける事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 
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ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立

書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四

十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ

とができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があ

るときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及び

これに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者

暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立

人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求め

た事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで

決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡

しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項

の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以

上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶

者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

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

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護

命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず

ることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければ

ならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその

内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用

する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命

令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては
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同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定に

よる命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受

けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様と

する。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を

取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てが

あったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに

帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに

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

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該

配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に

掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同

項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の

事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲

げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、

相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又

は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を

行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務

官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせること

ができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない

限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め

る。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務

関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、

被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な

配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める

ために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発

に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の

ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保

護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の
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団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を

除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならな

い。 

（国の負担及び補助） 

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

第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

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

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

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

(以下略）__ 
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参考資料６  

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日号外法律第64号 

 

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。 
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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。 

(略） 

 

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） 
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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。 

(以下略）__ 
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参考資料７ 

山形県男女共同参画推進条例  
平成 14年７月２日山形県条例第 45号  

改正 

平成 21年３月 24日条例第 19号  

平成 22年３月 19日条例第７号  

山形県男女共同参画推進条例をここに公布する。  

 

山形県男女共同参画推進条例 

私たちが目指す 21世紀の社会は、男女が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思と選択によっての

びやかに生きることができる社会である。また、男女が共に助け合い、力を合わせて地域の未来を創り出してい

く社会である。  

しかしながら、依然として性別によって役割を固定的にとらえる人びとの意識やこれを反映した社会慣行などが

様々な分野に根強く残っている状況にある。  

山形県においては、男女共同参画社会の実現に向けて様々な取組が進められてきたところであり、また、夫婦共

働き世帯が多いなど女性の就業割合が全国の中で高い状況にあるが、男女が平等に能力を発揮できる機会の確保

や適正な評価がなされる環境が十分に整っているとは言えず、家庭生活や地域活動においても男女が対等な立場

で関わる状況には未だ至っていない。  

本格的な少子高齢社会の到来、家族形態の多様化、国際化の進展等社会経済情勢の大きな変化に対応しつつ、次

代を担う子供達が健やかに生まれ育ち、将来にわたって活力あふれる地域社会を築いていくためには、男女があ

らゆる分野に共に参画し、喜びと責任を分かち合うことのできる男女共同参画社会の早期実現を目指していかな

ければならない。  

このような認識に立ち、県民、事業者及び行政が連携し、一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決

意し、この条例を制定する。  

 

第１章 

  総則  

（目的）  

第１条 

  この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条 

  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(１)  男女共同参画の推進  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の実現に向けて取り組むことをいう。  

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

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（基本理念）  

第３条 

  男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨と

して、行われなければならない。  

２  男女共同参画の推進に当たっては、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意識等を反 

映して、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。  

３  男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針 

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。  

４  男女共同参画の推進は、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 
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の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行

うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。  

５  男女共同参画の推進に当たっては、男女が性別による身体的特徴の違いについて互いに理解を深めることに 

より、男女の生涯にわたる健康が確保されるよう配慮されなければならない。  

（県の責務）  

第４条 

  県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（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。  

２  県は、男女共同参画の推進に当たり、県民、事業者、市町村及び国と連携し、及び協力して取り組むものと 

する。  

（県民の責務）  

第５条 

  県民は、基本理念にのっとり、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、男女共同参画

の推進に努めるものとする。  

２  県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。  

（事業者の責務）  

第６条 

  事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動における男女の均等な機会の確保（積極的改善措置を含む。）、

職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができるような就業環境の整

備その他の事業活動における男女共同参画の推進に努めるものとする。  

２  事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。  

（性別による権利侵害に関する配慮）  

第７条 

  何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により当

該言動を受けた者の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為

をいう。）及び配偶者（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む。） 

に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければな

らない。 

  

第２章 

  男女共同参画の推進に関する基本的施策等  

（男女共同参画計画）  

第８条 

  知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）第 14条第１項の規定により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「男女共同参画計画」という。）を定め、又は変更するに当

たっては、山形県男女共同参画審議会に意見を求めるとともに、県民の意見を聴くものとする。  

（広報活動等）  

第９条 

  県は、男女共同参画の推進に関する県民及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動等を行うものとする。  

（教育の推進等）  

第 10条 

  県は、学校教育その他の教育及び生涯学習の場において、男女共同参画の推進に関する教育の推進、学習の機

会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（家庭生活における活動とその他の活動との両立支援）  

第 11条 

  県は、家族を構成する男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立できる

ように、支援その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（県民等の活動に対する支援）  

第 12条 

  県は、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるものとする。  

（市町村への支援）  
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第 13条 

  県は、市町村の男女共同参画計画の策定及び施策の推進を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずるものとする。  

（調査研究）  

第 14条 

  県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。  

（事業者の調査協力）  

第 15条 

  知事は、男女共同参画の推進に関する施策の推進のために必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の

就業状況その他男女共同参画の推進に係る取組状況を把握するための調査について協力を求めることができる。  

（男女共同参画の推進の状況等の公表）  

第 16条 

  知事は、毎年度、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について公表す

るものとする。  

（苦情等及び相談への対応）  

第 17条 

  県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策について、県民及び事業者から苦情その他の意見の申出があった場合は、適切に対応するものとする。  

２  知事は、前項の規定に基づく申出があった場合において、必要と認めるときは、山形県男女共同参画審議会 

の意見を聴くものとする。  

３  県は、第７条に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為についての県民又は事業者からの相談 

に適切に対応するものとする。  

（推進体制の整備）  

第 18条 

  県は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な推進体制を整備するもの

とする。  

（財政上の措置）  

第 19条 

  県は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。  

 

第３章 

  男女共同参画審議会  

（審議会の設置）  

第 20条 

  男女共同参画計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項について、知事の諮問に応じ、調査審議させる

ため、山形県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

（組織等）  

第 21条 

  審議会は、委員 15人以内で組織する。  

２  委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10分の４未満とならないものとする。  

３  委員は、男女共同参画に関し学識経験を有する者及び公募に応じた者のうちから、知事が任命する。  

４  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

５  委員は、再任されることを妨げない。  

（会長）  

第 22条 

  審議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。  

（会議）  

第 23条 

  審議会の会議は、会長が招集する。  

２  会長は、前項の会議の議長となる。  
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３  審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。  

４  審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

（部会）  

第 24条 

  審議会は、県民及び事業者からの苦情その他の意見の申出等について調査審議させるために部会を置くことが

できる。  

２  部会に属すべき委員は、会長が指名する。  

３  部会に部会長を置き、会長が指名する。  

４  部会長は、部会の事務を掌理する。  

５  部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。  

６  前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中「会長」とあるのは「部

会長」と、同条第３項及び第４項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。  

７  審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。  

（庶務）  

第 25条 

  審議会の庶務は、子育て推進部において処理する。  

（委任）  

第 26条 

  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 

（平成 21年３月 24日条例第 19号抄）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 21年４月１日から施行する。  

附  則 

（平成 22年３月 19日条例第７号抄）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 22年４月１日から施行する。 



参考資料８
「男女がともに暮らしやすいまちづくり」を進めるための市民アンケート調査集計結果（単純集計）

① 調査地域 酒田市全域

② 調査対象 酒田市在住の満16歳以上の男女個人
③ 標本数 2,000人
④ 抽出方法 住民基本台帳による無作為抽出
⑤ 調査方法 郵送による配布及び回収
⑥ 調査期間 平成29年12月15日（金）～平成30年1月5日（金）
⑦ 実施主体 酒田市

【回収結果】
① 回収数 662件（回収率：33.1％）
② 有効回答数 658件（有効回答率：32.9％）

問 あなたの性別をお答えください。（〇は１つ） ｎ＝658

1 女性  53.3%(351) 2 男性  46.7%(307)

問 あなたの年齢（平成29年12月1日現在）をお答えください。（〇は１つ） ｎ＝658

20歳未満 11.2%(74) 20～29歳  7.6%(50) 30～39歳 13.7%(90)

40～49歳 13.4%(88) 50～59歳 17.2%(113) 60～69歳 19.8%(130)

70歳以上 17.2%(113)

【性別】
□ 回答率の男女差ほぼなし

【年代】
□ 20代の回答率低い

問 現在、一緒に暮らしているご家族の世代構成はどのようになっていますか。 ｎ＝658
（〇は１つ）

単身世帯  8.1%(53) １世代世帯 21.0%(138) ２世代世帯 42.7%(281)

３世代世帯 23.6%(155) その他世帯  4.1%(27) 無回答  0.6%(4)

問 あなたを含め、一緒に暮らしているご家族に次に該当する方はいますか。
（〇はいくつでも） ｎ＝847

乳幼児 12.8%(84) 小学生 10.2%(67) 中学生  9.1%(60)

高校生 14.1%(93) 大学生  3.2%(21) 専門学校生  0.6%(4)

65歳以上 50.9%(335) 該当者なし 24.9%(164) 無回答  2.9%(19)

【家族構成】
□ 単身世帯が1割弱
□ 複数世代同居が7割程度

【同居家族】
□ 5割の家庭に65歳以上同居者

64

1

4

4

9

1

2

3

7

2

5

8

5

3

6

1

5

2

6

3

7

1

4

32

女

53.3%
男

46.7%

性別
10代

11.2%

20代

7.6%

30代

13.7%

40代

13.4%50代

17.2%

60代

19.8%

70以

上

17.2%

年代

単身

8.1%

1世代

21.0%

2世代

42.7%

３世代

23.6%

その他

4.1%

無回答

0.6%

家族構成

84
67
60
93

21
4

335
164

19

0 100 200 300 400

乳幼児
小学生
中学生
高校生
大学生

専門学校生
６５歳以上の方

該当者なし
無回答

同居家族
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問 あなたは結婚（事実婚を含む）していますか。（〇は１つ） ｎ＝658

未婚 28.3%(186) 既婚 61.4%(404) 離別・死別  9.3%(61)

無回答  1.1%(7)

共働き（内職含む）ですか。（〇は１つ） ｎ＝404

共働き 58.7%(237) 共働きでない 39.1%(158) 無回答 2.2%(9)

【結婚】
□ 約3割が未婚

【共働き】
□ 既婚者の6割は共働き

問 あなたの主なお仕事は何ですか（〇は１つ） ｎ＝658

自営業  9.1%(60) 役員 6.8%(45) 常用雇用者 31.5%(207)

臨時雇用者 10.3%(68) 家事専業 7.4%(49) 無職 18.2%(120)

学生 10.9%(72) その他 3.0%(20) 無回答  2.6%(17)

※1 期間を定めずに、または１年を超える期間を定めて雇われている者
※2 日々、または１年以内の期間を定めて雇われている者

問 過去１年間のあなたの年収（税込、臨時収入・副収入含む）はどのくらいですか。
（〇は１つ） ｎ＝658

なし 16.7%(110) 100万円未満 12.9%(85) 200万円未満 20.4%(134)

300万円未満 17.8%(117) 400万円未満  8.7%(57) 600万円未満 11.2%(74)

800万円未満  4.3%(28) 1,000万円未満  1.4%(9) 1,000万円以上  0.9%(6)

無回答  5.8%(38)

問 あなたの最終学歴（または現在在学している学校）をお答えください。
（〇は１つ） ｎ＝658

中学校  5.8%(38) 高等学校 53.2%(350) 短大等 17.5%(115)

大学・大学院 19.8%(130) その他  1.4%(9) 無回答  2.4%(16)

5
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4

3

9

3

1 2

1 3
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2

4 6
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7

次の質問にもお答えください

1

4

2

5

3

1

4

2

5

8

3

6

9

未婚

28.3%

既婚

61.4%

離別

死別

9.3%

無回答

1.1%
結婚

共働

58.7%

共働ではない

39.1%

無回答

2.2%
共働き

自営

9.1% 役員

6.8%

常用雇用

31.5%
臨時雇用

10.3%
主婦主夫

7.4%

無職

18.2%

学生

10.9%

その他

3.0%

無回答

2.6%
仕事

なし

16.7%

～100万

12.9%

～200万

20.4%
～300万

17.8%

～400万

8.7%

～600万 11.2%

～800万 4.3%

～1000万 1.4%

1000万以上 0.9%
無回答5.8%年収

中学

5.8%

高校

53.2%
短大等

17.5%

大学

19.8%

その他

1.4%

無回答

2.4%
学歴

68



問 あなたは次にあげる言葉や法律等について知っていますか。または利用したことが
ありますか。（〇はそれぞれ１つ） ｎ＝658

(1) 1 44.2%(291) 2 31.5%(207) 3 20.7%(136)　3.6%(24)

(2) 1 28.9%(190) 2 22.3%(147) 3 43.6%(287)   5.2%(34)

(3) 1 67.3%(443) 2 22.0%(145) 3  7.1%(47)   3.5%(23)

(4) 1 70.1%(461) 2 20.7%(136) 3  5.5%(36)   3.8%(25)

(5) 1 16.3%(107) 2 43.9%(289) 3 35.7%(235)   4.1%(27)

(6) 1 39.4%(259) 2 30.7%(202) 3 26.0%(171)   4.0%(26)

(7) 1 62.3%(410) 2 26.9%(177) 3  7.4%(49)   3.3%(24)

(8) 1  0.9%(6) 2 27.4%(180) 3 68.1%(448)   3.6%(24)

(9) 1  1.8%(12) 2 27.1%(178) 3 67.8%(446)   3.3%(22)

(10) 1  0.8%(5) 2 18.7%(123) 3 77.1%(507)   3.5%(23)

□ 4割強が男女共同参画社会を理解している
□ 約半数が｢ジェンダー」と言う言葉を聞い

たことがない
□ 雇用機会均等法、育児介護休業法、ＤＶ

防止法は9割方認知されている
□女性活躍推進法は内容を理解している割合

が低い

□ 各施設とも認知度が低い
□ 各施設とも利用割合は2%に満たない

知らない

知らない

ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）

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（ＤＶ防止法）

酒田市子育て世代包括支
援センター「ぎゅっと」 利用した

利用した

9

酒田市男女共同参画推進
センター「ウィズ」

男女共同参画社会

ジェンダー

知っているが
利用したことはない

知っているが
利用したことはない

知っているが
利用したことはない

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律
（女性活躍推進法）

マザーズジョブサポート
庄内
(ジョブプラザさかた内) 利用した

言葉も意味も
知っている

言葉は知っている
が意味は知らない

言葉も意味も
知らない

無回答質　　問

知らない

44.2%

28.9%

67.3%

70.1%

16.3%

39.4%

62.3%

31.5%

22.3%

22.0%

20.7%

43.9%

30.7%

26.9%

20.7%

43.6%
7.1%

5.5%

35.7%

26.0%
7.4%

3.6%

5.2%

3.5%

3.8%

4.1%

4.0%

3.3%

0% 50% 100%

(1)男女

(2)ジェンダー

(3)機会均等

(4)育休

(5)女性活躍

(6)ワークラ…

(7)DV防止

用語・法律の認知度

言葉も意味も知っている 言葉は知っている

言葉も意味も知らない 無回答

0.9%

1.8%

0.8%

27.4%

27.1%

18.7%

68.1%

67.8%

77.1%

3.6%

3.3%

3.5%

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

(8)ウィズ

(9)ぎゅっと

(10)マザーズ

関連施設の利用状況

利用したことがある 利用したことはない

存在を知らない 無回答
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問 あなたは、次にあげるような分野で、男女の立場は平等になっていると思いますか。
（〇はそれぞれ１つ） ｎ＝658

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

□ 学校教育においては、不平等と感じる割合は少数
□ それ以外は、男性の方が優遇されていると感じる割合が高いが、家庭生活においては女性

の方が優遇されていると感じる割合も若干高くなっている
□ 政治・慣習・社会全体においては、男性優遇と感じる割合が圧倒的に高い

10

慣習、しきたり
等

社会全体を通し
て

1 4

4

4

4

2 5

5

6
0.8%
(5)

3.3%
(22)

16.3%
(107)

41.0%
(270)

23.4%
(154)

12.5%
(82)

3

2.1%
(14)

75.8%
(499)

7.0%
(46)

0.8%
(5)

10.6%
(70)

5 6

5 6

質　　問 女性優遇 不明男性優遇
やや
男性優
遇

平等
やや
女性優
遇

無回答

1
 3.2%
(21)

6543

2.7%
(18)

職場(就業の機会
を含む)

学校教育

政治

社会活動(PTAや
地域活動等)

法律・制度

0.9%
(6)

2.9%
(19)

24.3%
(160)

41.2%
(271)

15.5%
(102)

11.2%
(74)

4.0%
(26)

1 2 3 4 5 6
0.8%
(5)

2.9%
(19)

2.0%
(13)

7.6%
(50)

12.5%
(82)

33.3%
(219)

31.3%
(206)

10.2%
(67)

1 2 3 4 5 6

2
家庭生活

6
0.2%
(1)

0.9%
(6)

13.7%
(90)

43.2%
(284)

30.7%
(202)

8.8%
(58)

2.6%
(17)

1 2 3

0.6%
(4)

5.0%
(33)

36.9%
(243)

31.2%
(205)

6.1%
(40)

17.0%
(112)

3.2%
(21)

1 2 3

0.3%
(2)

6.7%
(44)

32.1%
(211)

30.7%
(202)

10.8%
(71)

16.6%
(109)

2.9%
(19)

1 2 3

1 2 3 4 5 6
0.5%
(3)

2.1%
(14)

14.9%
(98)

56.1%
(369)

15.2%
(100)

8.5%
(56)

2.7%
(18)

3.2%

0.9%

0.8%

0.2%

0.6%

0.3%

0.8%

0.5%

0.9%

10.2%

2.9%

2.1%

0.9%

5.0%

6.7%

3.3%

2.1%

4.2%

31.3%

24.3%

75.8%

13.7%

36.9%

32.1%

16.3%

14.9%

30.7%

33.3%

41.2%

7.0%

43.2%

31.2%

30.7%

41.0%

56.1%

35.4%

12.5%

15.5%

0.8%

30.7%

6.1%

10.8%

23.4%

15.2%

14.4%

7.6%

11.2%

10.6%

8.8%

17.0%

16.6%

12.5%

8.5%

11.6%

2.0%

4.0%

2.9%

2.6%

3.2%

2.9%

2.7%

2.7%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（１）家庭生活

（２）職場

（３）学校

（４）政治

（５）社会活動

（６）法・制度

（７）慣習

（８）社会全体

合 計

不平等感 男女合計

１

女性

２

やや

女性

３

平等

４

やや

男性

５

男性

６

不明 無回答
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問 あなたは、自然災害発生時の避難所にはどのようなことが必要だと考えますか。
（〇はいくつでも）

男女別の更衣室 73.1%(481)

授乳室 59.9%(394)

プライバシーを確保するための間仕切り 83.0%(546)

安全で行きやすい場所の男女別トイレ 86.5%(569)

女性専用スペースへの女性用品の常備 64.3%(423)

避難所の運営責任者に男女両方がなること 56.7%(373)

男女両方の相談員による相談対応 63.4%(417)

女性や子どもに対する暴力等予防のための注意喚起や巡回警備 45.7%(301)

その他  6.2%(41)

特にない  1.4%(9)

無回答  0.6%(4)

□ 最も多かったのは安全で行きやす
い場所の男女別トイレ

□ 次いで、プライバシー確保のため
の間仕切り

□ すべて必要との回答が多い
□ その他として

・風呂、シャワー
・子どもがいる家庭のスペース
・ペットの居場所
・障がい者への配慮
・アレルギー対応
・娯楽 など

問 あなたは、以下について普段どのくらいの時間を費やしてますか。（〇はそれぞれ１つ）

【平日】家事(買い物を含む)や子育て、介護等 ｎ＝658

0時間 14.9%(98) 1時間未満 25.1%(165) 2時間未満 21.3%(140)

3時間未満 14.0%(92) 4時間未満  7.0%(46) 5時間未満  6.1%(40)

6時間未満  2.7%(18) 6時間以上  5.9%(39) 無回答  3.0%(20)

【休日】家事(買い物を含む)や子育て、介護等 ｎ＝658

0時間 12.9%(85) 1時間未満 19.8%(130) 2時間未満 19.6%(129)

3時間未満 13.5%(89) 4時間未満  8.8%(58) 5時間未満  5.9%(39)

6時間未満  4.1%(27) 6時間以上 12.0%(79) 無回答  3.3%(22)

□ 平日の家事・育児従事時間は、2時間未満が6割以上
□ 休日に6時間以上従事する割合は平日の2倍以上

ｎ＝3,558
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7

2

5

8

1

5
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3

6

7
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4
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394

546

569

423

373
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301

41
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0 100 200 300 400 500 600

更衣室

授乳室

間仕切

トイレ

女性スペース

男女両方の責任者

男女両方の相談員

巡回警備

その他

特になし

無回答

避難所

14.9%

12.9%

25.1%

19.8%

21.3%

19.6%

14.0%

13.5%

7.0%

8.8%

6.1%

5.9%

2.7%

4.1%

5.9%

12.0%

3.0%

3.3%

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

平日家事

休日家事

家事育児

0時間 1時間未満 2時間未満 3時間未満 4時間未満

5時間未満 6時間未満 6時間以上 無回答
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仕事(通勤時間を含む) ｎ＝658

0時間 29.8%(196) 2時間未満  4.9%(32) 4時間未満  2.6%(17)

6時間未満  4.6%(30) 8時間未満 12.5%(82) 10時間未満 25.5%(168)

12時間未満  8.2%(54) 12時間以上  4.9%(32) 無回答  7.1%(47)

問 以下の地域活動について、あなたの参加状況をお答えください。 ｎ＝658
（〇はそれぞれ１つ）

(1)

(2)

(3)

(4)

□ 自治会・町内会活動は、6割以上の方が参加経験あり
□ ボランティア活動は、2割程度の方しか参加経験がない
□ すべてにおいて、参加経験がない方は今後も参加したくないと考える割合が過半数

質　　　問

自治会・町内会の活動

ＰＴＡや子ども会活動

1
29.8%(196)

6

地域の趣味・スポーツ・学
習等の活動
ＮＰＯやボランティアの活
動

13

4

1 2 3

2
10.5%(69)

3
26.6%(175)

7

5

8 9

不参加
今後も不
参加

無回答

1
44.1%(290)

2
22.0%(145)

3
10.5%(69)

4
20.1%(132) 3.3%(22)

1
26.4%(174)

2
22.8%(150)

3
12.3%(81)

4
30.1%(198) 8.4%(55)

参加
今後も参

加

参加
今後は不
参加

不参加
今後は参

加

4
28.1%(185) 5.0%(33)

1
15.5%(102)

2
7.1%(47)

3
35.0%(230)

4
36.6%(241) 5.8%(38)

29.8% 4.9%
2.6% 4.6%

12.5% 25.5% 8.2%
4.9%

7.1%

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

仕事

仕事

0時間 2時間未満 4時間未満 6時間未満 8時間未満

10時間未満 12時間未満 12時間以上 無回答

44.1%

26.4%

29.8%

15.5%

22.0%

22.8%

10.5%

7.1%

10.5%

12.3%

26.6%

35.0%

20.1%

30.1%

28.1%

36.6%

3.3%

8.4%

5.0%

5.8%

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

(1)自治会

(2)ＰＴＡ

(3)地域活動

(4)ボランティア

地域活動

参加・今後も参加 参加・今後は不参加 不参加・今後は参加

不参加・今後も不参加 無回答
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問 男性が女性とともに家庭生活（家事、子育て、介護等）や地域活動に積極的に
参加していくためには、どのようなことが必要だと思いますか。(〇は３つまで) ｎ＝1,721

男性の家事・地域活動などへの参加に対する男性自身の抵抗感をなくす 39.2%(258)

男性の家事・地域活動などへの参加に対する女性の抵抗感をなくす 10.2%(67)

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかる 47.4%(312)

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考えを尊重 24.2%(159)
する

社会の中で、男性による家事・地域活動等への参加に対する評価を高める 27.7%(182)

男性の家事・育児などについて、職場における上司や周囲の理解を進める 41.5%(273)

労働時間短縮や休暇制度の充実、情報通信技術（ICT）を利用したテレワー 34.7%(228)

ク※などの多様な働き方の普及等により、仕事以外の時間をより多く持てるようにする

男性の家事・育児などについて、啓発や情報提供、相談窓口設置、技術研 10.8%(71)
修などを行う

男性が家事・育児・地域活動等を行うための仲間（ネットワーク）作りを 14.1%(93)
進める

その他  3.2%(21)

特にない  5.2%(34)

無回答  3.5%(23)

※ 遠隔勤務。在宅勤務など、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方。

□ 夫婦や家族間のコミュニ

ケーションンが最多

□ 男性の家事育児参加への

職場の理解が次点

□ その他として

・議員の半数を女性にする

・幼少期からの教育　など

問 あなたは、次のような考え方などについてどのように思いますか。
（〇はそれぞれ１つ） ｎ＝658

□ 男は仕事、女は家庭と考え
る方が3割以上いる

□ 一方、妻が外で働いている
場合は家事育児を夫婦で分
担すべきと考える方が8割
以上

(1)

(2)

8

5

3

4

15

1

2

夫は外で働き、妻は家庭を
守るべき

妻が外で働く場合は、夫は
家事・育児等を分担すべき

質　　問

14

12

賛成
やや賛
成

やや反
対

反対 不明 無回答

9

10

11

6

7

1
5.6%
(37)

2
28.4%
(187)

3
26.4%
(174)

4
24.5%
(161)

5
11.4%
(75)

3.6%
(24)

1
52.7%
(347)

2
31.0%
(204)

3
4.0%
(26)

4
2.6%
(17)

5
6.4%
(42)

3.3%
(22)

258
67

312
159

182
273

228
71

93
21
34

23

0 50 100 150 200 250 300 350

男性の抵抗感なくす
女性の抵抗感なくす

家族間コミュニケーション
当事者の尊重
評価を高める
職場の理解
テレワーク

情報提供・技術研修
男性の仲間づくり

その他
特にない
無回答

家庭生活・地域活動

賛成,

5.6%

やや賛成, 

28.4%

やや反対, 

26.4%

反対, 

24.5%

不明, 

11.4%

無回答, 

3.6%

夫は職、妻は家庭

賛成, 

52.7%やや賛成, 

31.0%

やや反対, 

4.0%

反対, 

2.6%
不明, 

6.4%

無回答, 

3.3%

夫の家事分担
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問 一般に女性が職業をもつことについて、あなたはどのように考えますか。
（〇は１つ） ｎ＝658

結婚するまでは職業をもつ方がよい  3.8%(25)

子どもができるまでは職業をもつ方がよい  5.0%(33)

子どもができてもずっと職業をもち続けるほうがよい 57.9%(381)

子どもができたら職業をやめ、大きくなったらフルタイムで職業をもつ  9.7%(64)
方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったらパートタイムで職業をも 12.2%(80)
つ方がよい

女性は職業をもたない方がよい  0.6%(4)

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  7.9%(52)

無回答  2.9%(19)

問 女性の就労に対する企業や行政による支援としては、どのようなことが必要だと思いま

すか。（〇は３つまで） ｎ＝1,770

保育・介護のための施設やサービスの充実 67.6%(445)

男女ともに取得しやすい育児・介護休業制度の啓発・促進 51.7%(340)

パートタイム・派遣労働などの雇用の安定や労働条件の整備 37.4%(246)

労働条件における男女平等の推進 23.7%(156)

女性の職種・職域拡大 20.7%(136)

募集・採用の男女平等の確立 16.9%(111)

就業のための技能習得への支援や就職情報提供の充実 15.7%(103)

再就職講座やセミナーなどの充実  7.3%(48)

女性就労についての啓発や広報  6.5%(43)

労働問題や苦情処理窓口の充実  9.0%(59)

女性の起業支援  5.6%(37)

その他  2.7%(18)

特にない  2.4%(16)

無回答  1.8%(12)

□ 過半数が、子どもができても職業をもち続ける方がいいと回答
□ その他として　・本人の自由　・家庭環境次第　・質問が古い　など　　

□ 女性の就労には保育・介護サービスの充実が必要との回答が最多。次いで休業制度、雇用安定。
□ その他として　・保育士の給与アップ　・広報以外での周知　・男性や年配者の意識改革

　　　　　　　・差別と区別の違いを理解　・家事や育児の大変さを周知　　　など

17
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7

16

3

4

1

2

3

1

2

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

結婚するまで, 

3.8%

子どもがで

きるまで, 

4.7%

ずっと持ち続ける, 

58.1%

子どもの成長後

フルタイム,

9.7%

子どもの成長

後パートタイ

ム, 12.2%

職を持たない, 

0.6%

その他, 

7.9%
無回答, 

3.0%

女性の職

445
340

246
156

136
111
103

48
43
59

37
18
16
12

0 100 200 300 400 500

保育・介護サービスの充実
取得しやすい休業制度

雇用の安定
労働条件の男女平等

女性の職域拡大
募集採用の男女平等

技能取得支援
講座・セミナーの充実

女性就労についての啓発
苦情処理窓口の充実

女性の起業支援
その他

特にない
無回答

女性の就労支援策
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問 あなたは、政治・経済・地域などの各分野で女性の参加が進み、女性のリーダーが増

えるとどのような影響があると思いますか。（○はいくつでも） ｎ＝1,940

多様な視点が加わることにより、新たな価値や商品・サービスが創造さ 57.1%(376)
れる

人材・労働力の確保につながり、社会全体に活力を与えることができる 34.7%(228)

女性の声が反映されやすくなる 48.8%(321)

男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる 56.8%(374)

男女問わず仕事と家庭の両方を優先しやすい社会になる 40.0%(263)

労働時間の短縮など働き方の見直しが進む 20.4%(134)

今より仕事以外のことが優先され、業務に支障をきたすことが多くなる  6.1%(40)

男性のポストが減り、男性が活躍しづらくなる  4.4%(29)

保育・介護など公的サービスの必要性が増大し、家計及び公的な負担が 15.3%(101)
増大する

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  2.4%(16)

特に影響はない  4.0%(26)

無回答  4.9%(32)

□ 新たな価値・商品が創出さ
れる可能性を指摘する方が
最多

□ 次いで、男女問わず優秀な
人材が活躍できる

□ 概ね女性リーダーが増える
ことに肯定的な意見が多い
が、家計・公的負担の増加
を指摘する方も一定数いる

□ その他として
・未婚女性、子どものい
　ない女性の負担増
・うるさくて働きにくい

問 男女平等の視点で学校教育を進める上で、取り入れてほしいことや力をいれてほしい
と思うことを選んでください。（○は３つまで） ｎ＝1,536

性別にとらわれず、本人の個性や能力を生かす教育を充実する 65.2%(429)

名簿や座席など、学校生活において男女を分ける習慣を改める  7.0%(46)

日常の学校生活のなかで、男女平等意識を養うような教育を充実する 32.7%(215)

男女平等意識を育てるような授業内容の工夫をする 16.9%(111)

男女平等教育のための教材や副読本を取り入れる  4.9%(32)

教職員に対し、男女平等の意識啓発、研修などを行う 20.8%(137)

男女ともに暮らしと仕事のバランスを考えられるような教育を充実する 35.9%(236)

男女ともに性別による役割分担意識を改善する教育を充実する 13.7%(90)

男女の違いを認め、豊かな人間関係づくりに関する性の教育を充実する 23.3%(153)

その他  2.6%(17)

特にない  5.9%(39)

無回答  4.7%(31)
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新たな価値の創造

社会全体の活力

女性の声を反映

優秀な人材が活躍

家庭と仕事の両立

労働時間の短縮

業務に支障をきたす

男性が活躍しづらくなる

家計・公費の負担増

その他

特にない

無回答

女性リーダー増の影響
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□ 性別にとらわれず、個人の
個性や能力を生かす教育が
最多

□ ワーク・ライフ・バランス
を考えられるような教育が
次点

□ その他として
・ＬＧＢＴ等が認められる
　ような教育
・すべてが平等にはならな
　いことの再認識
・教職員の意識改革

問 最近、夫婦や恋人の一方が、もう一方から身体的・精神的な暴力を受けることが社会
問題となっています。あなたは、このＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）という
言葉や内容を知っていますか。（○は１つ） ｎ＝658

言葉もその内容も知っている 81.9%(539)

言葉は知っているが、内容はよく知らない 10.6%(70)

言葉もその内容も知らない  3.6%(24)

無回答  3.8%(25)

□ 言葉の認知度は9割以上
□ 8割以上の方がＤＶの内容まで理解している

（以下の問21～問23はお答えしにくい場合は、回答いただくなくても構いません）

問 あなたは、次のようなことを受けたり、見聞きしたことがありますか。
（○はそれぞれ１つ） ｎ＝658

1
 3.5%(23)

2
 9.9%(65)

3
68.7%(452)

4
6.7%(44) 11.2%(74)

1
 2.6%(17)

2
 12.3%(81)

3
66.0%(434)

4
8.1%(53) 11.1%(73)

自分が受
けた

知らない 無回答

1
6.2%(41)

2
13.4%(88)

3
63.5%(418)

4
6.1%(40) 10.8%(71)

身近で見
聞きした

マスコミ
等で見聞
きした

4

質　　　問

セクハラ（セクシュアル・
ハラスメント）

ストーカー行為

ＤＶ(ドメスティック・バイ
オレンス)

(1)

(2)

(3)

1

2

3

20

21

知っている, 

81.9%

内容はわからな

い, 10.8%

言葉も知らない, 

3.5%

無回答, 

3.8%

「ＤＶ」の認知度

429

46
215

111
32

137

236
90

153

17

39
31

0 100 200 300 400 500

性別にとらわれず個性や能力を生…
名簿など学校生活で男女を分ける…
日常の学校生活で男女平等意識を…

男女平等意識を養う授業内容の工夫

男女平等教育のための教材や副読本
教職員に対する男女平等意識の啓発
男女ともワークライフバランスを…

男女とも性別による役割分担意識…

男女の違いを認め豊かな人間関係…
その他

特になし

無回答

学校教育で男女平等
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問 問21の(1)～(3)の中で１つでも「１自分が受けた」と回答した方だけお答えください。
あなたは、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか。
（○は１つ） ｎ＝61

相談した  47.5%(29) どこにも相談しなかった  50.8%(31) 無回答 1.6%(1)

問 問22で「2　どこ（誰）にも相談しなかった」と回答した方だけお答えください。
どこ（誰）にも相談しなかった理由を、次の中から選んでください。
（○はいくつでも） ｎ＝31

どこ（誰）に相談していいのかわからなかったから  6.5%(2)

相談しても無駄だと思ったから 45.2%(14)

相談したことがわかると、仕返しを受けると思ったから 25.8%(8)

自分さえ我慢すればいいと思ったから 38.7%(12)

世間体が悪いから 35.5%(11)

自分にも悪いところがあるから  9.7%(3)

その他 12.9%(4)

無回答 12.9%(4)

□ 1割弱の方は、セクハラ・ストーカーＤＶを知らないと
回答

□ これらの被害を受けた方の過半数は、誰にも相談しな
かった

□ 相談しなかった理由のトップは、相談しても無駄とい
うあきらめ

□ 自分が我慢すればいい、世間体が悪い、仕返しが怖い　
と続いている

□ 相談先がわからないという回答もあった

□ その他として
・会社、上司がセクハラ行為だと認知しなかった
・普通のことだと思っていた

8

3

32

1

2

22

23

1

5

6

7

4

6.2%

3.5%

2.6%

13.4%

9.9%

12.3%

63.5%

68.7%

66.0%

6.1%

6.7%

8.1%

10.8%

11.2%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)セクハラ

(2)ストーカー

(3)ＤＶ

ＤＶ等の被害状況

受けた 身近で見聞き マスコミで見聞き 知らない 無回答

相談した, 

47.5%相談しなかった, 

50.8%

無回答, 

1.6%

相談したか

相談先不明, 

6.5%

無駄, 

45.2%

仕返し怖い, 

25.8%
我慢した, 

38.7%

世間体が悪

い, 35.5%

自分も悪い, 

9.7%

その他, 

12.9%

無回答, 

12.9%

相談しなかった理由
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問 酒田市では男女共同参画社会の推進を目指して、各種事業（学習、相談、情報提供、交
流）を実施していますが、次の中であなたが参加してみたい・興味がある事業について
選んでください。（○は３つまで） ｎ＝1,228

男女共同参画の普及啓発に関する講演会・講座 12.8%(84)

女性リーダーの育成等に関する講座  6.5%(43)

ワーク・ライフ・バランスに関する講座 19.0%(125)

再就職支援に関する講座 14.3%(94)

育児支援に関する講座 13.7%(90)

心身の健康に関する講座 21.3%(140)

ドメスティック・バイオレンスに関する講座  2.4%(16)

男性を対象とした家事・育児等に関する講座 10.2%(67)

市民が企画する男女共同参画に関する講座  7.3%(48)

生き方などのカウンセリング相談 13.1%(86)

心身の健康に関する相談 14.7%(97)

法律に関する相談  7.8%(51)

男女共同参画に関する図書・ＤＶＤ等の貸出  2.0%(13)

活動グループ間のネットワークづくり  4.3%(28)

活動グループの機関紙・チラシの掲示  4.9%(32)

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  0.9%(6)

特にない 22.8%(150)

無回答  9.3%(61)

　

□ 健康に関する講座のニーズが高い
□ ワーク・ライフ・バランスに関する講座が次点
□ 健康に関しては相談対応への希望も多い
□ ただし、一番多かった回答は「特になし」
□ その他として

・退職した人の趣味を活用した子どもとの交流事業
・まずは認知度ＵＰを！
・女性リーダーの育成講座と男性の家事育児講座を分けるのはナンセンス
・男性の意識改革講演会
・介護に関する講座等
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1

24

6

7
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43

124
93
90

139
16

67
48

86
97

51
13

28
32

6
150

61

0 20 40 60 80 100 120 140 160

男女共同参画講座・講演
女性リーダー育成講座

ワーク・ライフ・バランス講座
再就職支援講座
育児支援講座
心身健康講座

ＤＶ講座
男性対象家事育児講座

市民企画講座
生き方等カウンセリング

心身の健康相談
法律関係の相談

図書・ＤＶＤの貸し出し
活動団体のネットワーク作り

活動団体の機関紙等掲示
その他

特になし
無回答

参加してみたい事業
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問 あなたは、女性と男性が平等な立場で協力しあっていくために、酒田市として、どのよ
うなことに力を入れると良いと思いますか。（○はいくつでも） ｎ＝2,181

女性問題に関する情報提供の充実 10.5%(69)

あらゆる分野への女性の積極的な参加の促進 27.5%(181)

行政の政策決定などへの女性の参画、登用の促進 18.5%(122)

男女双方に対しての意識啓発、学習機会の充実 23.9%(157)

子どものときから、学校で平等意識を育てる教育の充実 27.5%(181)

女性の職業教育、訓練の機会の充実 14.1%(93)

就労機会や労働条件の男女格差を解消するための働きかけ 22.8%(150)

酒田市役所が男女共同参画推進のモデル事業所として行動 21.0%(138)

育児・保育施設の充実 39.7%(261)

子どもを産み育てやすい環境づくり（助成制度、産科医の充実等）の促進 51.4%(338)

介護施設の充実 38.1%(251)

各種相談事業の充実 15.7%(103)

配偶者等からの暴力被害者への支援、セクハラ防止対策の働きかけ  8.4%(55)

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  2.3%(15)

特にない  4.9%(32)

□ 子どもを生み育てやすい環境づくりを望む回答が最多

□ 次いで、育児・保育施設の充実、介護施設の充実

□ その他として

・長井市のベビーボックスのアイデアは素晴らしい

・正規雇用の増、賃上げ、生活の質の向上

・年配者への再教育

・スクラップ＆ビルドで本当に必要な取り組みを

6
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260
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15
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39
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女性問題に関する情報提供
女性の積極的な参加を促進

政策決定などへの参画・登用を促進
男女双方への意識啓発

幼少期からの平等意識教育
女性の職業教育

就労機会等の男女格差解消
市役所におけるモデル事業

育児・保育施設の充実
子どもを生み育てやすい環境づくり

介護施設の充実
各種相談事業

ＤＶ・セクハラ防止対策
その他

特にない
無回答

市が行うべき施策
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問 最後に男女共同参画に関してご意見がありましたら、ご自由にご記入ください。

これからどんどん女性がリーダーという存在になる事で平等な立場がより良くなって
いくと思います。大変だと思いますが、色々な対策をお願いいたします。

このアンケートをとるだけではなく、きちんと生かしてほしいです。過疎化が進んで
いる山形（酒田）で男女の差別が最小限になったら、酒田がより活性化すると考えま
す。実行するのは難しく結果が出るまで時間がかかると思いますが、酒田市をより良
い町にしたいです。

男女共同参画を実現するには、年齢が上の人の無意識な男尊女卑の考えを改めるべき
だと思います。また男女だけでなくLGBTの人も異性愛者と同じように暮らせる市にし
てほしいです。施設（トイレ等）もそうだけど、学校教育などでもっと取り上げれば
いいと思います。

無理に平等にすることないと思います。この社会どうしたって平等にはならないと
思っているので、ただ法律に関しては改革してほしいです。

男性

男性

女性

女性

男性

女性

女性

女性

男性

男性

女性

女性 30代

男女では性別が違うため、すべてが同じようにとはいかないと思うが、男女の”違
い”を踏まえた上での平等なら良いと思う。今は、男性の育児休暇は難しいと聞くの
で、そのあたりの制度に関しての情報伝達もしてもらいたい。

10代

10代

30代

30代

30代

10代

10代

20代

20代

20代

20代

男女共同参画というより、正規雇用を増やしたり市内の企業の賃上げなどの働き方改
革を行ってほしい。これだけ非正規雇用が増えているなか、正規か非正規かの問題の
方が身近で深刻だと思う。男女云々でなく正規なら育休も介護休も取得できる場合が
多いが、非正規には夢のまた夢。男女より改めてこちらの方が深刻ではないかと思い
ます。

女性の社会進出への取組みは大事だと思うが、そればかりにとらわれて、男性が生活
しづらくならないように気をつけなければいけないと思う。

私自身は女性であるため、男女共同参画はぜひ推進してほしいと思う。”男は働き、
女は家事をする”という古い考えは改めて、男女が協力して社会を作ることができる
ようになってほしい。現在はまだまだ女性が弱い立場であると考えるため、とりわけ
50代以上の男性に多いと考えられる”女は男よりも立場が弱い”という認識を変えて
いくことが必要だと思う。そういった認識が無い人ももちろんいらっしゃると思う
が、それは少数であるので、社会を変えるためには大多数の認識を変革することが必
要だ。

全国各地どこにでも当てはまる事だと思いますが、相談窓口を設けるよりも、希薄に
なっている地域のコミュニティー、お隣さん同士の人間関係や、コミュニケーション
を密にすれば、育児や家事に対する悩みも解消できるのではないでしょうか。（言う
のは簡単ですが）

個人的には、男性である自分が育児休暇を取得したい気持ちもあるのだが、職場が、
あるいは社会の理解を得るのは難しいようだ。「家事・育児は女性の仕事」という概
念は、未だに存在するが、一方で実は男性も不満を持っている。

夫が家事・育児を行うことは大賛成です。ですが、夫の仕事の負担が多く家に来た後
やってもらうのが申し訳なく思ってしまう。今は、人手が少ないのに新しい仕事をど
んどんまかされていて残業も多い。女性の社会進出は、男性の働き方の見直しが第一
な気がします。

男女共同参画の実現に向けて、若い世代が理解を深め活動しようとしても、その親の
世代や祖父母世代からの理解を得ることができず、断念することがある。昔ながらの
考えやしがらみが作り上げている環境のため、多くの女性は諦めることが多々あると
思う。若い世代の男性に対する教育を充実することも重要だが、それ以上にその上の
世代にも働きかけることが男女がともに暮らしやすいまちづくりの第一歩に繋がると
思います。

性別 年代 自由記載

26
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男性

男性

女性

女性

男性

女性

女性

男性

40代

40代

50代

50代

50代

50代

40代

40代

結婚を機に仕事を辞めてしまい、すぐ子どもができたのもあり１５年間専業主婦でし
た。結論から言うとパートなど一日短時間でも仕事をしたかったのが本音です。再就
職しても家庭もあるためパートの短時間勤務しかできないし、給料も安い。ボーナス
もありません。すべての人ではありませんが、社会の多く男性の考えが、”女性は家
庭を守る”というのが一般的に考えられています。理想は、女性は結婚・妊娠・子育
てを、社員のまま労働時間を短くするなどして、同じ会社に長く勤められることがで
きればと思います。企業側には、結婚していても妊娠していても子育てしていても受
け入れてくれる体制を作ってほしい。既婚の男性にも妻が外で働くのを、もっと理解
してほしいと思います。これといった提案はありませんが、市からは女性が働きやす
い街になるよう働きかけてほしいと思います。

男女の格差が少しでも早くなくなるよう、できることからしていって、より良い酒田
市を作っていってほしいと思います。そしてその活動で協力できることがあれば積極
的に参加していきたいと思います。性差の違いはある。ある上で、お互いに尊重し
合って生活できたら暮らしやすいと思う。進学・就職でずっと酒田から離れずに親元
で生活する人の多くに、自分の基本的な生活（料理・洗濯・掃除）すらできない人が
多くいる。また、お金の管理もしたことがなく知識の無い人が多い。特に男性に多く
みられると感じている。男女というよりは、まずは人として自立できるように教育機
関及び家庭等で促していくのがいいのかも....。お互いに自立してる男女であれば、
男女共同参画社会がよりよく進んでいくのではないかと思う。今の若い子育て世代に
期待している。その親世代、そのまた親世代の意識を変えるのは大変だけど、情報を
発信していくことは大事だと思う。

”男女平等”をはきちがえると、間違った”平等”になると思う。根本的に男性と女
性は違うと思う。その”違い”を正しく理解し、その上で進めるべきではないでしょ
うか。政治としては、その違いで困ることをサポートしていくことが重要なのではな
いでしょうか。

大人になって考え方を変えるのは、なかなか難しいことだと思うので、子どもの頃か
ら教育を通じて推進していったほうがいいのではないでしょうか。

仕事でも地域活動でも、男性優位・女性優位はある。男女平等にならないこともあ
る。無理に平等にする必要はない。主夫がいてもいいとは思うが、父が母にはなれな
い。その逆も同じで、男女それぞれ役割が違うことを同じにやりなさいということ
は、やる意味がないと思う。

共働きでなければ生活が困難な世の中、お互い感謝の気持ちを持って生活すれば、自
然と大変なところは手伝いお互い支え合えます。多様な世の中ですので、女性でも育
児が苦手というお母さんがいたら、お父さんが育児や家庭、お母さんが仕事という家
庭もあるので、より女性が活躍できるような労働環境や職場の充実度が上がるといい
と思います。そしてお父さんがたも、もっともっと頑張ってほしいと思います。

家庭の中での男女平等は、「今」は難しいと思う。酒田市内では、多くが共働きなの
に男性は、仕事が終われば家でのんびり、女性は朝から晩まで家事・育児に追われ
る。……それはなぜか！？女性が家事をするもの！育児をするもの！という固定観念
が根強いからだと思う。ほとんどの大人の男性は、そのような思想の元で育てられて
きた。若い世代で問題となっている「ワン・オペ」育児もそういうことだと思う。
今、子育て中のママたちが、「家事はママとパパが共に分担するもの。（今、たとえ
自分がそうなっていない、夫が協力的でないとしても・・・）」と教育していくしか
ないと思う。

中小企業に女性の活躍している会社・NPOなど多くみられるので、情報の発信が有効と
思う。外から酒田に暮らし、比較的酒田は女性が活躍しているように感じている。そ
の活躍している人に、光を当て、これからの世代にその意識を持たせることは底上げ
活動につながると思う。
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新計画策定にあたっては、市民の意識の言及を十分に分析され、無理のないように一
歩一歩着実に事を進めてほしい。特に上からの目線でなく、下からの目線を大切にし
てほしいと思います。酒田市民の物の見方、考え方は好ましいものなのかどうか。山
形をはじめとする他市民と比べて考えさせられている。新計画作成がその改善に少し
でも役立つことを心から願っている。

男性

男性

女性

女性

60代

60代

男性

男性

女性

女性

70代以上

70代以上

70代以上

60代

60代

70代以上

物事を男女と考えないで人間として常に意識することが大切なのではないでしょう
か。理想・現実の間でどこに決めるか又は話し合うかだと思います。

私たち60代は、個人の考えで男女共同と思っていても、社会や家族の考え方・慣習等
で、女性が家事・育児・介護を受け持つのが当然という風潮だった（気がする）。仕
事をしながら家事・育児をしてきたが、介護のため50代で退職した（体力的に無理と
判断した）。息子世代をみていると、家事・育児を分担しながら出来る人がやってい
るのでとても好ましい。教育が、社会がだんだん男女共同参画に変わってきていると
思う。20代30代の若い人達の男女共同参画を、年をとっても応援していきたいと思
う。

税制度が世帯単位になっている。現状の女性優遇制度がある以上、女性の自立に期待
がもてない。個人単位になれば必然的に男女平等社会に向かうのではないか。女性が
自ら自立する意識が大事だと思う。その教育をお願いしたい。

意識啓発とともに女性が活躍しやすい条件・環境を整える必要がある。教育・保育・
介護・働き方等関連施策との整合性がとれていることが大切であると思います。な
お、男女を問わず「個々人の生き方」にかかわることでもありますので、数値を持っ
て一律的に評価することは適当でないと思います。

いろいろな人から話を聞きますが、まだまだ女性が働きやすい職場は少ないと感じて
います。経営者の意識を変えることが必要かなと思います。

昔からそれがあたりまえ、常識とされていることを変えるのは、なかなか難しく抵抗
も多いことと思います。しかし、外側からやってきて市民の仲間入りした日には、そ
の「あたりまえ」が奇妙なもの、時代遅れなものに映ります。ですからこのような問
題は、外部からの新鮮で客観的な視点を取り込むことが是非必要だと思います。な
お、このアンケートは私個人あてのものだったのか世帯あてに来たもので家族の誰が
答えてもよいものだったのか、とても迷いました。アンケート対象者に女性がどれほ
ど入っているのかが気になります。県内ニュース等で報道される自治体主催のシンポ
ジウムなど男ばかりが映っているのがとても気がかりです。山形県、そして酒田市は
まだまだ男社会なのかと....。地元自治会では、役員は男（既婚者）、その妻は婦人
部ということになっていて男性が主、女性が従ということが暗黙の前提となっていま
す。学校教育で名簿を男女別から混合名簿に変えたことをきっかけに平等意識が浸透
したように身近なところから意識を変えていくことが必要だと考えます。男女混合名
簿、家庭の男女共修など、ささやかな政策だけでも劇的に変わります。（首都圏の学
校に勤めていて経験したことです）

女性消防士の採用がないようですが….。
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資料９　相談窓口一覧

相談機関名称 電話番号 相談対応時間

警察（身の危険を感じる場合） 110 24時間

警察安全相談
（110番通報するほどの緊急性がない場合）

＃9110 または
0234-23-0110

24時間

酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」 0234-26-5616
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：00～16：00
Mail　with@city.sakata.lg.jp

酒田市子育て支援課 0234-26-5734
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：00～17：15

山形県男女共同参画センター
　「チェリア」

023-629-8007
月～金　9：00～17：00
土・日・祝日　13：00～17：00
（月曜・第3日曜・年末年始を除く）

配偶者暴力相談支援センター
　山形県庄内総合支庁子ども家庭支援課

0235-66-4759
月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

男性ホットライン 023-646-1181
第1・２・３水曜日
19：00～21：00（年末年始を除く）

女性の人権ホットライン 0570-070-810
月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

子ども女性電話相談
　（県福祉相談センター）

023-642-2340
毎日　8：30～17：15
（年末年始を除く）

よりそいホットライン
　（一社）社会的包摂サポートセンター

0120-279-338 24時間

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 0570-079-714
月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

特定非営利活動法人サポート唯 090-2366-8467 24時間

　　酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」

　　　〒998-0044　酒田市中町3-4-5 交流ひろば内

　　　Tel　　0234-26-5616

　　　Mail　 with@city.sakata.lg.jp

　　　URL　　http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/index.html

■ＤＶ被害に関する相談窓口

酒田市男女共同参画センター「ウィズ」では、ＤＶ被害に限らず様々なお悩みに関する
相談をお受けしています。相談の入口として、お気軽にご相談ください。
なお、具体的・専門的な助言が必要な場合には、それぞれ専門的な相談窓口をご案内い
たします。
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