
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

は じ め に 

 

男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分

に発揮できる男女共同参画社会の実現を推し

進めるべく、我が国において男女共同参画社会

基本法が１９９９年に施行されて１７年が経

ちます。 

忍野村では、男女共同参画社会の実現に向けて２００３年（平成１５年）３

月に第１次忍野ハーモニープラン、２００８年（平成２０年）３月に第２次忍

野ハーモニープランを策定するとともにあわせて忍野村男女共同参画推進条

例（平成２０年３月１７日交付、同年４月１日施行）を制定し、積極的な施策

を展開してきました。 

しかし、未だ古くからの社会慣行やしきたりが完全に取り除かれていないのが

現実であります。 

昨今の世界情勢の変化や少子高齢化の進展、地域社会の変化や家族形態の多

様性など目まぐるしく状況変化する中において、本村においても男女共同参画

をより一層推進していくために、この度、第３次忍野ハーモニープランを策定

いたしました。 

共助社会を築きながら積極的に自分の意思で企画、立案や決定にも関わること

により、男女が共に個性と能力を十分に発揮し、誰もが暮らしやすい社会を目

指して取り組んで参りたいと思いますので、村民の皆様のご理解とご協力を宜

しくお願いいたします。 

最後に本プラン策定にあたり、ご尽力いただきました忍野ハーモニープラン

推進委員会の皆様をはじめ、ご協力いただきました関係各位に心から感謝申し

上げます。 

平成２８年３月  

忍野村長 天野多喜雄     
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 第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

1975 年（昭和 50 年）は、国連により国際婦人年として定められた年であり、女子

差別撤廃と女性の地位向上を目標として、世界が動き出した年でもあります。そして、

国際婦人年から 40 年が経過した現在、我が国は男女共同参画社会の実現に向けた施策

に取り組んでいる最中にあります。 

国際婦人年以降、我が国は女子差別撤廃条約を批准したり、男女雇用機会均等法や男

女共同参画社会基本法、育児・介護休業法等を施行するなど、性別による差別をなくし、

一人ひとりの選択を尊重・支援する動きが活発となりました。世論調査によると、「夫は

外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えに反対する人は、昭和 54 年度に

20.4％、平成 26 年度に 49.4％と約 35 年で３割近く増加しており、関連法の施行や

改正に伴い、男女共同参画に関する意識が国民に徐々に浸透し、理解されるようになっ

てきています。（昭和 54 年度結果「婦人（I 部）に関する世論調査」、平成 26 年度結

果「女性の活躍推進に関する世論調査」より） 

一方で、性別による役割分担の意識や性別による能力評価の意識は、一部において根

強く残っており、女性が意思決定の場に参加する機会が当たり前と思われていないこと

や、男性が家事・育児、介護のために休暇を取得することが快く思われていないことな

どが問題となっています。また、国でも関連法の改正などで対応を推進していますが、

ストーカーやドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）による被害が多発していることも

あり、完全に性別による差別がなくなったとは言えない状況です。 

また、これまで家事・育児、介護などを主として担ってきた女性が就労するようにな

り、働く意欲をもつようになったことで、仕事との両立のために家事・育児、介護の各

種サービス・支援の充実が欠かせないものとなりました。しかし、すべての女性のニー

ズに合ったサービス・支援の量と質を確保することは容易ではないことから、負担を感

じながら仕事と両立させている女性や働く意欲はあるものの働くことができない女性も

おり、男女共同参画社会の実現のためにも、早急な解決が望まれています。 

本村では、男女共同参画の推進を目的に「第２次おしのハーモニープラン（平成 20

年度～平成 29 年度）」を策定し、計画に沿った事業を行ってきました。まだ現行計画の

最終年度は迎えていませんが、社会情勢に著しい変化があったことから、計画を現状に

見合った内容とするべく、現行計画の見直しを行うこととし、国や県の動向を踏まえな

がら、今後の男女共同参画推進の指針となる「第３次忍野ハーモニープラン（平成 28

年度～平成 37 年度）」を策定しました。 
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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 条の 3項 及び『忍野村男女共同参

画推進条例』第 11 条に基づく基本計画です。 

� 本計画は、村民や地域、行政が互いに連携し、本村における男女共同参画を推進

するために策定される計画で、そのための施策の方向を定めています。 

� 本計画は、国の「第４次男女共同参画計画」、山梨県の「第３次山梨県男女共同参

画計画」、本村の「第 5次忍野村総合計画」、その他関連する計画と整合を図りな

がら策定しています。 

� 本計画は、社会情勢の変化により村民を取り巻く状況が著しく変化したことから、

計画の期間内にある「第２次忍野ハーモニープラン（平成 20 年度～平成 29 年

度）」を見直した計画です。 

� 本計画の基本目標Ⅳ の（２）男女間のあらゆる暴力の根絶 を『配偶者からの暴

力の防止及び被害者保護等に関する法律』第２条の３項に規定されている市町村

基本計画として位置づけ、「忍野村ＤＶ対策基本計画」とします。 

� 本計画の基本目標Ⅲ 男女がともにいきいきと働ける環境づくり を『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）』第６条第２項に規定さ

れている市町村基本計画として位置づけ、「忍野村女性活躍推進計画」とします。 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、平成 28年度～平成 37 年度の 10 年間です。 

ただし、社会情勢や法制度の変更などにより、村民を取り巻く状況が著しく変化した

場合には、計画の期間内であっても必要に応じて計画の見直しを行います。 
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４ 計画の推進体制 

 

 

 

 山梨県 

 県民生活・男女参画課  

 男女女共同参画推進  

 センター  

・ぴゅあ総合 ・ぴゅあ富士 

・ぴゅあ峡南 

 企業・報道機関等  

    
他
市
町
村
 
 

 
男
女
共
同
参
画
担
当
 
 

 忍野村男女共同参画庁内推進会議  

・村長   ・副村長   ・総務課 

・企画課  ・住民課   ・観光産業課  

・建設課  ・出納室   ・福祉保健課 

・税務課  ・環境水道課 ・教育委員会 

・議会事務局  

 村内の各種団体  

・区会   ・自治会  ・婦人会 

・ＰＴＡ  ・保護者会 ・育成会 

・老人クラブ 等 

 忍野ハーモニープラン推進委員会  

・おしのハーモニーフォーラム 

・おしのハーモニーふれあいコーナー 

 忍野ハーモニープラン  

  評価委員会  

チェック体制チェック体制チェック体制チェック体制    

やまなし女性人材バンク 女性健康相談センタールピナス 

配偶者暴力相談支援センター 男（ひと）と女（ひと）のフォーラム 

≪ 行  政 ≫ ≪ 村  民 ≫ 

推推推推    進進進進    体体体体    制制制制    
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 第２章 忍野村の現状と課題 

１ 統計データからみた忍野村の現状と課題 

（１）人口  

◆◆◆◆    総人口の推移総人口の推移総人口の推移総人口の推移    

平成 26 年の総人口は、9,213 人で、内訳は「男性」が 4,876 人、「女性」が 4,337

人となっています。 

平成２年以降の推移をみると、総人口は増加傾向にあります。また、性別では、男女

ともに増加していますが、「女性」の増加幅の方が大きくなっています。 

 
資料：「国勢調査」、平成 26 年は「住民基本台帳月報（10 月１日時点）」 

◆◆◆◆    年齢層別の割合の推移年齢層別の割合の推移年齢層別の割合の推移年齢層別の割合の推移    

平成 26 年の年齢層別の割合は、「15歳未満」が 16.7％、「15～64歳」が 66.7％、

「65歳以上」が 16.7％となっています。 

平成２年以降の推移をみると、「15歳未満」は減少傾向、「65歳以上」は増加傾向、

「15～64歳」は横ばいとなっています。 

 
資料：「国勢調査」、平成 26 年は「住民基本台帳月報（10 月１日時点）」 

4,403 4,563 4,490 4,570 4,627 4,876 
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平成２年 平成７年平成12年平成17年平成22年平成26年

男性 女性

22.5 

20.0 

18.9 

17.1 

16.6 

16.7 
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16.7 
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平成２年
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15歳未満 15～64歳 65歳以上
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◆◆◆◆    平成平成平成平成 26262626 年：年齢層別の割合（国・県との比較）年：年齢層別の割合（国・県との比較）年：年齢層別の割合（国・県との比較）年：年齢層別の割合（国・県との比較）    

平成 26 年の年齢層別の割合を国・県と比較すると、国と県において大きな差異はみ

られないものの、本村においては「15～64歳」が多く、「65歳以上」が少なくなって

います。 

 
資料：忍野村「住民基本台帳月報（10 月１日時点）」、国・県「人口推計（10 月１日時点）」 

◆◆◆◆    高齢化率の推移（国高齢化率の推移（国高齢化率の推移（国高齢化率の推移（国・県との比較）・県との比較）・県との比較）・県との比較）    

平成 26 年の高齢化率の推移を国・県と比較すると、２割を超えている国・県に対し、

本村は 16.7％と、９ポイント以上の差がみられます。 

平成２年以降の推移をみると、本村の高齢化率は国・県より低い水準で推移しており、

その差は徐々に大きくなっています。 

 

資料：忍野村「国勢調査」、平成 26 年は「住民基本台帳月報（10 月１日時点）」 

国・県「国勢調査」、平成 26 年は「人口推計（10 月１日時点）」 
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◆◆◆◆    人口ピラミッド人口ピラミッド人口ピラミッド人口ピラミッド

平成２年と平成

上の人口が多く、

平成

の進行がみてとれます。

第３次忍野ハーモニープラン

人口ピラミッド人口ピラミッド人口ピラミッド人口ピラミッド

平成２年と平成

上の人口が多く、

平成 2 年はつりがね型に近いものの、平成

の進行がみてとれます。

平成２年

平成26年

494 

580 

354 

373 

400 600 人

434 

542 

349 

400 600 人

３次忍野ハーモニープラン

人口ピラミッド人口ピラミッド人口ピラミッド人口ピラミッド    

平成２年と平成 26 年の人口ピラミッド（５歳階級別人口）を比較すると、

上の人口が多く、29歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年はつりがね型に近いものの、平成

の進行がみてとれます。 

年　男性

年　男性

298 

343 

288 

340 

354 

373 

347 

231 

156 

178 

134 

200 400 人

298 

234 

252 

269 

290 

349 

306 

333 

336 

277 

289 

241 

166 

200 400 人

３次忍野ハーモニープラン 

年の人口ピラミッド（５歳階級別人口）を比較すると、

歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年はつりがね型に近いものの、平成

資料：平成２年は「国勢調査」、平成

156 

178 

134 

97 

67 

60 

45 

18 

0 人200 人

166 

103 

103 

54 

0 人200 人

6 

年の人口ピラミッド（５歳階級別人口）を比較すると、

歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年はつりがね型に近いものの、平成 26 年にはつぼ型となっており、少子高齢化

資料：平成２年は「国勢調査」、平成

85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳

０～４歳

25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
５～９歳

85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳

５～９歳

45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳

０～４歳

20～24歳
15～19歳
10～14歳

人

人

年の人口ピラミッド（５歳階級別人口）を比較すると、

歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年にはつぼ型となっており、少子高齢化

資料：平成２年は「国勢調査」、平成

160 

151 

165 

157 

133 

96 

90 

52 

32 

0 人 200 

167 

153 

147 

0 人 200 

年の人口ピラミッド（５歳階級別人口）を比較すると、

歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年にはつぼ型となっており、少子高齢化

資料：平成２年は「国勢調査」、平成 26

平成２

平成26

287 

285 

295 

238 

222 

300 

341 

316 

245 
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217 
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年の人口ピラミッド（５歳階級別人口）を比較すると、45

歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年にはつぼ型となっており、少子高齢化

26 年は「年齢別人口統計表」

２年　女性

26年　女性

341 

人 600 人

人 600 人

45歳以

歳以下の人口が少なくなっています。また、グラフの形をみると、

年にはつぼ型となっており、少子高齢化

 
年は「年齢別人口統計表」年は「年齢別人口統計表」 
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（２）一般世帯  

◆◆◆◆    一般一般一般一般世帯の種類・１世帯当たりの人員の推移世帯の種類・１世帯当たりの人員の推移世帯の種類・１世帯当たりの人員の推移世帯の種類・１世帯当たりの人員の推移    

平成 22 年の一般世帯数は、2,787 世帯となっています。世帯の種類は、「親と子供

から成る世帯」が 1,007 世帯と最も多く、次いで「ひとり暮らし世帯」が 802 世帯、

「その他の世帯」が 594 世帯などとなっています。 

平成２年以降の推移をみると、一般世帯数は増加傾向にあり、「ひとり暮らし世帯」、

「夫婦のみの世帯」、「親と子供から成る世帯」が増加しています。 

 

資料：「国勢調査」 

◆◆◆◆    平成平成平成平成 22222222 年：世帯の種類（国・県との比較）年：世帯の種類（国・県との比較）年：世帯の種類（国・県との比較）年：世帯の種類（国・県との比較）    

平成 22 年の世帯の種類の割合を国・県と比較すると、「ひとり暮らし」は国よりは少

ないものの、県と同水準にあり、「夫婦のみの世帯」は国・県より少なく、「３世代世帯」

は国・県より多くなっています。 

 

資料：「国勢調査」 
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（３）出生  

◆◆◆◆    出生数の推移出生数の推移出生数の推移出生数の推移    

平成 22 年の出生数は、118人となっています。 

平成２年以降の推移をみると、平成 17 年に一度大きく減少したものの、それ以外の

年では 120 人前後で推移しています。 

 

資料：山梨県統計データバンク「市町村別自然動態」  

 

（４）婚姻・離婚・配偶関係  

◆◆◆◆    婚姻件数・離婚件数の推移婚姻件数・離婚件数の推移婚姻件数・離婚件数の推移婚姻件数・離婚件数の推移    

平成 22 年の婚姻件数は 84件、離婚件数は９件となっています。 

平成２年以降の推移をみると、平成 12 年以降、婚姻件数が減少傾向にあったものの、

平成 22 年には平成 17 年を 25件上回りました。また、離婚件数は、平成７年以降、

10件前後で推移しています。 

 
資料：「人口動態統計」 
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◆◆◆◆    性別：配偶関係の推移性別：配偶関係の推移性別：配偶関係の推移性別：配偶関係の推移    

平成 22 年の男性の配偶関係は、「有配偶」が 58.6％と最も多く、次いで「未婚」が

37.6％、「離別」が 2.1％などとなっています。また、平成 22 年の女性の配偶関係は、

「有配偶」が 64.9％と最も多く、次いで「未婚」が 20.2％、「死別」が 11.9％など

となっています。性別で比較すると、男性は「未婚」が多く、女性は「有配偶」、「死別」

が多くなっています。 

平成２年以降の推移をみると、男性において「未婚」が少なくなっているものの、そ

れ以外の項目には大きな差異はみられません。 

≪≪≪≪男性男性男性男性≫≫≫≫    

 

≪≪≪≪女性女性女性女性≫≫≫≫    

 
資料：「国勢調査」 
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◆◆◆◆    性別性別性別性別・年代別・年代別・年代別・年代別：未婚率の推移：未婚率の推移：未婚率の推移：未婚率の推移    

平成 22 年の 30代前半の未婚率は、男性において 50.0％、女性において 22.2％と

なっており、年代による差が最も大きくなっています。性別で比較すると、20代後半

以降、男性が女性より 16ポイント以上高くなっています。 

平成２年以降の推移をみると、男性の 30代前半以降、女性の 20代後半以降に、未

婚率の上昇がみられます。また、平成 17 年以前は、若い年代と高い年代で男女差が小

さく、その間の年代で男女差がみられたものの、平成 22 年は若い年代において男女差

が小さく、それ以降の年代において男女差は開いたままとなっています。 

 
資料：「国勢調査」 
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（５）就業者・職業  

◆◆◆◆    審議会等における女性委員の割合の推移（国・県との比較）審議会等における女性委員の割合の推移（国・県との比較）審議会等における女性委員の割合の推移（国・県との比較）審議会等における女性委員の割合の推移（国・県との比較）    

平成 26 年の審議会等における女性委員の割合を国・県と比較すると、15ポイント

以上低い水準となっています。 

平成 17 年以降の推移をみると、増加傾向にあるものの、国・県も増加傾向にあるこ

とから、本村との差は縮まっていません。 

 
資料：忍野村「山梨県男女共同参画年次報告書」 

国「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」 

県「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

◆◆◆◆    平成平成平成平成 22222222 年：性別：年齢別：就業率年：性別：年齢別：就業率年：性別：年齢別：就業率年：性別：年齢別：就業率    

平成 22 年の性別・年齢別の就業率をみると、全ての年代において女性より男性の方

が高くなっています。最も差が開くのは女性が結婚や出産を機に退職するケースが多い

30代前半で、40.9ポイントの差がみられます。男性は、20代後半～50代後半まで

は８割台後半～９割台と、非常に高い割合で推移しています。 

 
資料：「国勢調査」 
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◆◆◆◆    平成平成平成平成 22222222 年：職業別：性別の割合年：職業別：性別の割合年：職業別：性別の割合年：職業別：性別の割合    

平成 22 年の職業別の性別の割合をみると、多くの職業において女性より男性が多く

なっていることがわかります。男性が９割以上を占めるのは【保安職業】、【輸送・機械

運転】、【建設・採掘】であり、【管理的職業】や【専門的・技術的職業】も男性が７割以

上を占めています。男性より女性が多い職業は、【事務】、【サービス職業】、【分類不能】

であり、中でも【サービス職業】は３人に２人以上が女性となっています。唯一、【運搬・

清掃・包装等】が、男女が概ね半々の割合となっています。 

 

資料：「国勢調査」 
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（６）仕事・家事関連時間  

◆◆◆◆    平成平成平成平成 23232323 年：曜日別年：曜日別年：曜日別年：曜日別・・・・就業状況別就業状況別就業状況別就業状況別・・・・性別性別性別性別    仕事・家事関連時間の平均時間（仕事・家事関連時間の平均時間（仕事・家事関連時間の平均時間（仕事・家事関連時間の平均時間（国国国国））））    

国の平成 23 年の曜日別・就業状況別・性別の仕事・家事関連時間の平均時間をみる

と、有業の男性は、多くの時間を「仕事」に費やしていることがわかります。一方で、

有業の女性は、「仕事」に費やす時間がありつつ、「家事関連」にも一定の時間を費やし

ていることがわかります。無業者を含む総数のデータをみても、男性は土曜・日曜は「家

事関連」に費やす時間がやや増えるものの、多くの時間を「仕事」に費やしています。

一方で、女性は「仕事」に一定の時間を費やすとともに、曜日にかかわらず「家事関連」

に 220 分前後を費やしています。 

≪≪≪≪男性男性男性男性≫≫≫≫    

 

≪≪≪≪女性女性女性女性≫≫≫≫    

 
資料：「社会生活基本調査」 
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２ 第２次計画の目標達成状況 

第２次計画では、基本目標Ⅰを「人権の尊重と男女共同参画の視点に立った意識の改

革」と定め、それに関する７つの指標に対する目標値を設定しました。しかし、すべて

の指標において、目標の達成には至りませんでした。 

 

指指指指        標標標標    
平成平成平成平成 19191919 年年年年    平成平成平成平成 24242424 年年年年    

平成平成平成平成 25252525 年年年年    第第第第２２２２次計画次計画次計画次計画    

策定時策定時策定時策定時    
目標値目標値目標値目標値    

基
本
目
標

基
本
目
標

基
本
目
標

基
本
目
標
ⅠⅠ ⅠⅠ
    

１ 
「忍野ハーモニープラン」の認知度を高める 

（名称も内容も知っている割合） 
7.4％ 100.0％ 7.17.17.17.1％％％％    

２ 
「男尊女卑（男女差別）の考え方がある」と思う 

村民の割合の減少 
49.4％ 25.0％ 45.745.745.745.7％％％％    

３ 「男女共同参画」という用語の認知度を高める 59.7％ 100.0％ 56.456.456.456.4％％％％    

４ 女性の暴力被害経験者の減少（計画期間内） 8.8％ 0.0％ 10.910.910.910.9％％％％    

５ 女性のセクハラ被害経験者の減少 12.2％ 6.0％ 6.86.86.86.8％％％％    

６ 

「男は仕事、女は家庭」という考え方に肯定的な 

意見の減少 

（「もっともだと思う」、「どちらかというとそう思う」の合計） 

35.9％ 20.0％ 35.335.335.335.3％％％％    

７ 
「社会全体における男女の地位」について平等と 

感じている人の割合の増加 
17.3％ 50.0％ 43.543.543.543.5％％％％    

 指標１ 「忍野ハーモニープラン」の認知度を高める  

� 平成 24 年の目標値は 100.0％と設定しましたが、平成 25 年には 7.1％と、目標

値には大きく及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 0.3ポイント差であり、大きな差異はみられません。 

 指標２ 「男尊女卑（男女差別）の考え方がある」と思う村民の割合の減少  

� 平成 24 年の目標値は 25.0％と設定しましたが、平成 25 年には 45.7％と、目標

値には２割程度及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 3.7ポイント差であり、大きな差異はみられません。 
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 指標３ 「男女共同参画」という用語の認知度を高める  

� 平成 24 年の目標値は 100.0％と設定しましたが、平成 25 年には 56.4％と、目標

値には大きく及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 3.3ポイント差であり、大きな差異はみられません。 

 指標４ 女性の暴力被害経験者の減少（計画期間内）  

� 平成 24 年の目標値は 0.0％と設定しましたが、平成 25 年には 10.9％と、目標値

には１割程度及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 2.1ポイント差であり、大きな差異はみられません。 

 指標５ 女性のセクハラ被害経験者の減少  

� 平成 24 年の目標値は 6.0％と設定しましたが、平成 25 年には 6.8％と、目標値に

は僅かに及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果より 5.4ポイント低下し、改善がみられます。 

 指標６ 「男は仕事、女は家庭」という考え方に肯定的な意見の減少  

� 平成 24 年の目標値は 20.0％と設定しましたが、平成 25 年には 35.3％と、目標

値には及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 0.6ポイント差であり、大きな差異はみられません。 

 指標７ 「社会全体における男女の地位」について平等と感じている人の割合の増加  

� 平成 24 年の目標値は 50.0％と設定しましたが、平成 25 年には 43.5％と、目標

値には及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果より 26.2ポイント上昇し、大幅な改善がみられます。 
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第２次計画では、基本目標Ⅱを「あらゆる分野における男女共同参画の促進」と定め、

それに関する３つの指標に対する目標値を設定しました。しかし、ほとんどの指標にお

いて目標を達成することはできませんでした。 

 

指指指指        標標標標    
平成平成平成平成 19191919 年年年年    平成平成平成平成 24242424 年年年年    

平成平成平成平成 25252525 年年年年    第第第第２２２２次計画次計画次計画次計画    

策定時策定時策定時策定時    
目標値目標値目標値目標値    

基
本
目
標

基
本
目
標

基
本
目
標

基
本
目
標
ⅡⅡ ⅡⅡ
    

８ 審議会等への女性の参画率の増加 16.7％ 25.0％ 19.719.719.719.7％％％％    

９ 女性の村の政策への参画意向の増加 5.5％ 30.0％ 7.37.37.37.3％％％％    

10 

職場における「男性に有利」と感じる人の割合の減少 

「男性に有利」と 

感じている人の割合 

１．賃金・給料・昇給 59.1％ 50.0％ 50.250.250.250.2％％％％    

２．待遇・登用 46.1％ 35.0％ 39.839.839.839.8％％％％    

３．責任ある仕事 58.2％ 50.0％ 48.348.348.348.3％％％％    

４．能力評価 45.0％ 35.0％ 37.937.937.937.9％％％％    

５．能力開発 38.7％ 30.0％ 37.937.937.937.9％％％％    

６．採用 37.4％ 25.0％ 32.932.932.932.9％％％％    

 指標８ 審議会等への女性の参画率の増加  

� 平成 24 年の目標値は 25.0％と設定しましたが、平成 25 年には 19.7％と、目標

値には及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 3.0ポイント差であり、大きな差異はみられません。 

 指標９ 女性の村の政策への参画意向の増加  

� 平成 24 年の目標値は 30.0％と設定しましたが、平成 25 年には 7.3％と、目標値

には２割程度及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 1.8ポイント差であり、大きな差異はみられません。 
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 指標 10 職場における「男性に有利」と感じる人の割合の減少  

１．賃金・給料・昇給１．賃金・給料・昇給１．賃金・給料・昇給１．賃金・給料・昇給        

� 平成 24 年の目標値を 50.0％と設定し、平成 25 年には 50.2％と、目標値をほぼ

達成しています。 

� 平成 19 年の結果より 8.9ポイント低下し、改善がみられます。 

２．待遇・登用２．待遇・登用２．待遇・登用２．待遇・登用        

� 平成 24 年の目標値は 35.0％と設定しましたが、平成 25 年には 39.8％と、目標

値には僅かに及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果より 6.3ポイント低下し、改善がみられます。 

３．責任ある仕事３．責任ある仕事３．責任ある仕事３．責任ある仕事        

� 平成 24 年の目標値を 50.0％と設定し、平成 25 年には 48.3％と、目標値を達成

しています。 

� 平成 19 年の結果より 9.9ポイント低下し、改善がみられます。 

４．能力評価４．能力評価４．能力評価４．能力評価        

� 平成 24 年の目標値は 35.0％と設定しましたが、平成 25 年には 37.9％と、目標

値には僅かに及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果より 7.1ポイント低下し、改善がみられます。 

５．能力開発５．能力開発５．能力開発５．能力開発        

� 平成 24 年の目標値は 30.0％と設定しましたが、平成 25 年には 37.9％と、目標

値には及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 0.8ポイント差であり、大きな差異はみられません。 

６．採用６．採用６．採用６．採用        

� 平成 24 年の目標値は 25.0％と設定しましたが、平成 25 年には 32.9％と、目標

値には及びませんでした。 

� 平成 19 年の結果とは 4.5ポイント差であり、大きな差異はみられません。 
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 第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

私たち人間は、生まれながらにして幸福な生活を送るための権利（人権）が保障され

ています。しかし、いつからか人種や国籍、文化、宗教、言語などにより優劣をつけた

り、自分と違う特徴のある人を異質とみなしたりするようになり、世界規模でそれを理

由とする争いが起こるようになりました。 

これでは、もちろん人権が守られている状況とは言えません。本来は幸福な生活を送

ることができる権利（人権）をもっているにもかかわらず、争いに巻き込まれて命を落

とす人や住まいを奪われる人、日常生活で差別を受けるなど苦しみながら生活している

人も数多くいます。 

性別の違いでも同じことが言えます。男性は女性より優れているという考え方は昔か

ら存在していたことから、長い間女性は家事や育児を行うことを主な役割としており、

外に出て働くという考えは歓迎されていませんでした。また、例え能力があったとして

も、女性というだけで認められず、女性が意見を述べることさえ難しかった時代もあり

ます。ここ数十年で、男女共同参画の言葉の認知は高まり、女性であっても生き方をあ

る程度選ぶことができるようにはなりましたが、まだ男女が平等に生活できる社会とは

なっておらず、女性の人権が守られていない状態が続いています。 

では、どうすれば人権が守られ、すべての人が幸福な生活を送ることができるように

なるのでしょうか。 

そのための第一歩として、性別による差別がなくなることが挙げられます。日本は島

国という特徴をもつことから、人種や国籍、文化、言語の種類は他国ほど多くはありま

せん。また、盆や正月、クリスマスなどの様々な宗教の行事が日常生活に取り入れられ

ているように、日本は宗教について寛大だとされています。その一方で、性別による差

別は、日本において昔から根強く存在しています。そのため、他者との違いを認めるこ

との大切さを学び、最も身近にある性別による差別がなくなること（男女共同参画社会

が実現すること）が、すべての人が幸福な生活を送ることができる社会の構築の一助と

なると考えます。 

本村では、男女共同参画社会の実現には人権尊重の意識が欠かすことのできない要素

であるとともに、人権が尊重された社会の実現には男女共同参画の意識が必要不可欠で

あると認識しています。そのため、他者を認めることができる村民の増加を目指し、本

計画の基本理念を「人権の尊重と男女の平等」と設定して、男女共同参画を推進してい

きます。 

基本理念 人権の尊重と男女の平等 
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２ 基本目標 

【基本目標Ⅰ】男女共同参画社会実現のための意識づくり  

男女共同参画社会を実現するためには、まず村民に男女共同参画の考え方を理解して

もらい、賛同を得る必要があります。そのために、なぜ男女共同参画を推進しなければ

ならないのか、男女共同参画を推進することで日常生活がどのよう変化するのかなどに

ついて、村民に広報したり、啓発することで、男女共同参画の意識醸成を図ります。 

【基本目標Ⅱ】あらゆる分野で男女がともに活躍できるむらづくり  

これまで女性が意思決定の場などに参加することが難しかったことを踏まえ、その改

善に向けた女性委員や女性管理職の登用、女性の職域拡大・人材育成などに重点的に取

り組んでいきます。また、地域においても女性の活躍の場が広がるよう、会合や地域活

動への女性の参加などを働きかけていきます。 

【基本目標Ⅲ】男女がともにいきいきと働ける環境づくり  

女性の社会進出に伴い、職場環境も徐々に変化してきているものの、未だ十分ではあ

りません。女性であっても能力に応じて男性と同じ評価を受けることができるようにな

ることや、男女が家事・育児などと仕事を両立することができるようになること、就労

意欲・起業意欲のある女性がそれを実現できるようになることなどを目指し、幅広く支

援していきます。 

【基本目標Ⅳ】男女がともに心豊かに安心・安全に暮らせる社会づくり  

安心・安全に暮らせることは、日常生活を送る上で非常に大切なこととなります。そ

のために、日頃から健康管理や防災対策といった取り組みを実施・継続する必要があり

ます。また、近年では男女間の暴力が問題となっているように、社会情勢に応じた取り

組みも行っていきます。さらに、地域で支援を必要としている人に対しても十分な支援

を提供できるよう努めます。 

【基本目標Ⅴ】推進体制の充実  

男女共同参画社会を実現するため、村職員が一丸となって様々な分野において男女共

同参画を推進していきます。また、計画に沿った事業・取り組みを実施し、定期的に進

捗状況を把握していきます。さらに、村民や国・県等と連携することで、様々な意見・

要望を把握したり、国や他市町村の情報を共有できるよう努めていきます。 
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３ 体系図

 
 

【基本目標Ⅰ】男女共同参画社会実現のための意識づくり【基本目標Ⅰ】男女共同参画社会実現のための意識づくり【基本目標Ⅰ】男女共同参画社会実現のための意識づくり【基本目標Ⅰ】男女共同参画社会実現のための意識づくり 

（１）男女の人権を尊重する意識づくり 

 １ 広報における人権の尊重  

 ２ 子どもの権利尊重に関する意識の醸成  

 ３ 女性の人権及び母性の尊重の啓発活動  

（２）男女共同参画に関する意識の浸透 

 １ 様々な機会を通じた男女共同参画に関する意識啓発、広報活動の推進 

 ２ 多様な家族形態の尊重 

 ３ 男女共同参画に関する資料収集と住民に対する情報の提供 

 ４ 男女共同参画に積極的に取り組んでいる村民・事業者の表彰 

（３）【重点課題】男女共同参画社会を実現するための教育・学習機会の充実 

 １ 男女平等観に立った人間形成を進める教育の充実 ２ 教職員に対する研修の充実 

 ３ 学校行事・課外活動等における慣習の見直し ４ おしのハーモニーふれあいコーナーの設置 

 ５ 学習機会の充実及び男女共同参画推進リーダーの育成支援 

（４）【重点課題】男性にとっての男女共同参画の推進 

 １ 男性に対する意識啓発 ２ 家事における男女共同参画の促進 

 ３ 子育てにおける男女共同参画の促進 ４ 男性の働き方の見直し促進 
 
 

【基本目標Ⅱ】あらゆる分野で男女がともに活躍できるむらづくり【基本目標Ⅱ】あらゆる分野で男女がともに活躍できるむらづくり【基本目標Ⅱ】あらゆる分野で男女がともに活躍できるむらづくり【基本目標Ⅱ】あらゆる分野で男女がともに活躍できるむらづくり    

（１）【重点課題】 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 １ 村の審議会・委員会における女性委員の登用の推進 ２ 村政における女性の意見の反映 

 ３ 人材育成のための研修会への派遣支援 ４ 職域拡大と女性管理職の登用の促進 

 ５ 働く女性の人材育成  

（２）【重点課題】 地域社会における男女共同参画の促進 

 １ 区会・自治会等の指導者に対する啓発 ２ 意思決定の場における女性参画の促進 

 ３ 村の自治組織における男女共同参画の推進 ４ 国際交流・協力施策の推進 
 
 

【基本目標Ⅲ】男女がともにいきいきと働ける環境づくり【基本目標Ⅲ】男女がともにいきいきと働ける環境づくり【基本目標Ⅲ】男女がともにいきいきと働ける環境づくり【基本目標Ⅲ】男女がともにいきいきと働ける環境づくり（女性活躍推進計画）    

（１）就労における男女平等の促進 

 １ 職場における男女平等の実現 ２ 働く女性の母性保護・健康管理 

 ３ セクシュアル・ハラスメント防止のための環境整備 

（２）【重点課題】 ワーク・ライフ・バランスの推進 

 １ ワーク・ライフ・バランスに対する理解促進 ２ 育児休業制度・介護休業制度の周知徹底と活用の促進  

 ３ 保育サービスの充実 ４ 相談事業の充実 

 ５ 放課後児童対策の充実 ６ 介護保険サービスの充実 

（３）女性の就労の場における活躍への支援 

 １ 非正規雇用労働者の状況把握および法規の周知徹底 ２ 女性起業家支援事業の促進 

 ３ 再雇用制度の普及促進 ４ 家族従業者等として働く女性の環境の向上 

基本理念 人権の尊重と男女の平等 
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【基本目標Ⅳ】男女がともに心豊かに安心・安全に暮らせる社会づくり【基本目標Ⅳ】男女がともに心豊かに安心・安全に暮らせる社会づくり【基本目標Ⅳ】男女がともに心豊かに安心・安全に暮らせる社会づくり【基本目標Ⅳ】男女がともに心豊かに安心・安全に暮らせる社会づくり    

（１）生涯を通じた男女の健康支援 

 １ 性についての正しい情報の提供 ２ 母性保護と母子保健事業の充実 

 ３ 世代に応じた健康づくり事業の充実 ４ 心の健康づくりへの支援 

 ５ 健康をおびやかす問題への対策の推進  

（２）男女間のあらゆる暴力の根絶 （ＤＶ対策基本計画） 

 １ 女性に対する暴力に関する実態把握および関係機関との連携 

 ２ 女性に対する暴力を許さない社会環境づくりへの啓発の推進 

 ３ 相談・保護体制の充実および周知の徹底  

 ４ 個人情報の保護  

（３）誰もが安心して暮らせる環境の整備 

 １ ひとり親家庭に対する支援  

 ２ 障害のある人に対する福祉サービスの充実 

 ３ 高齢者に関する福祉施策・介護保険に関する施策の充実 

 ４ 高齢者の社会参画の促進  

 ５ 介護に関する啓発  

（４）【重点課題】 防災・災害時における男女共同参画の推進 

 １ 地域防災体制における男女共同参画の推進  

 ２ 防災に関する政策・方針決定過程における女性の参画の拡大 
 

【基本目標Ⅴ】推進体制の充実【基本目標Ⅴ】推進体制の充実【基本目標Ⅴ】推進体制の充実【基本目標Ⅴ】推進体制の充実    

（１）【重点課題】 庁内推進体制の整備 

 １ 村職員の意識向上  

 ２ 忍野村男女共同参画庁内推進会議の設置 

 ３ 男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表 

（２）【重点課題】 村民参加の推進体制の確立 

 １ 忍野ハーモニープラン推進委員会の活動の充実 

 ２ 忍野ハーモニープラン評価委員会の設置 

 ３ 国・県等との連携・協力 
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 第４章 施策の方向 

【基本目標Ⅰ】男女共同参画社会実現のための意識づくり 

（１）男女の人権を尊重する意識づくり  

男女共同参画に関する意識の根底には、人権があります。人権はすべての人に認めら

れた権利であり、それにより人々の幸福な生活は保障されています。しかし、性別によ

る固定的な役割分担が定着し、一人ひとりの希望に沿った選択をすることが難しい社会

では、幸福な生活が保障されているとは必ずしも言えません。こうしたことを踏まえ、

一人ひとりが性別にとらわれることなく、生き方を選択できる社会を実現させるために

必要なことが、男女共同参画の推進です。 

本村では、男女共同参画の推進にあたり、人権について啓発を進めていきます。また、

人権について啓発を進めることで、男女共同参画だけでなく、子どもや女性を含むすべ

ての人々の人権が守られる社会となるよう努めていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

広報における人権の尊重 

村が発行する広報・お知らせ等において男女の性差に関しての表現の撤廃

に努め、人権尊重の推進を図ります。また、男女共同参画に関して機会ある

ごとに取り上げ、男女の固定的な役割分担意識の解消を図ります。 

総務課 

２ 

子どもの権利尊重に関する意識の醸成 

平成元年に国連において採択され、日本では平成６年に批准した「児童の

権利に関する条約（子どもの権利条約）」の精神に基づき、子どもの主張を

尊重するとともに、子どもを大切に育てる地域づくりを進めるため、子ども

の人権に関する啓発を積極的に図ります。 

総務課 

福祉保健課 

３ 

女性の人権及び母性の尊重の啓発活動 

セクシュアル･ハラスメントなど性の尊重を阻害する行為の防止に関する

啓発に努めるとともに、「女性の自己管理と自己決定権を尊重する考え（リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ）の浸透を図ります。また、母性は社会的

に重要な機能を果たしており、社会全体で保護すべきものであることから、

母性保護に対する意識の啓発に努めます。 

総務課 

福祉保健課 
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（２）男女共同参画に関する意識の浸透  

性別による固定的な役割分担の考え方を変えることは、簡単ではありません。特に、

世代が高くなるほど、それまでの習慣を変えることにもつながるので、男女共同参画に

ついて理解を得るには時間がかかると思われます。しかし、男女共同参画は、村民の理

解なしでは成り立たないことから、例え時間がかかったとしても継続して男女共同参画

に関する意識を浸透させていく必要があります。 

本村では、多くの村民の理解を得られるよう、あらゆる機会において男女共同参画に

関する意識を啓発したり、情報を提供していきます。また、男女共同参画に積極的に取

り組んでいる個人や企業を表彰し、村内の意識向上を図ります。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

様々な機会を通じた男女共同参画に関する意識啓発、広報活動の推進 

村民に対して、研修会や講座の開催、広報活動により男女共同参画の意識

啓発を積極的に図ります。また、村内各種団体に対して、学習、研究の機会

を提供することにより、男女共同参画の自主的な取組みについて啓発を図り

ます。 

総務課 

各担当課 

２ 

多様な家族形態の尊重 

性別による固定的な役割分担意識を見直し、差別や偏見をなくして男女で

充実した家庭を築いていくために、世代間の意識のギャップに注視した啓発

活動に努めます。また、家庭教育における男女共同参画の推進を図ります。 

総務課 

教育委員会 

３ 

男女共同参画に関する資料収集と住民に対する情報の提供 

住民の男女共同参画についての学習資料となるように、図書館の関連冊

子・資料等を充実させ、「おしのハーモニーふれあいコーナー」にて情報提

供を図ります。また、国・県・近隣市町村等の各機関から情報収集を図りま

す。 

総務課 

教育委員会 

４ 

男女共同参画に積極的に取り組んでいる村民・事業者の表彰 

男女共同参画社会の推進に積極的に取り組んでいる村民・企業について表

彰を行います。また、表彰内容の周知により周囲への意識啓発を図ります。 

総務課 
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（３）【重点課題】 男女共同参画社会を実現するための教育・学習機会の充実  

男女共同参画に関する意識は、大人だけが持てば良いというものではありません。す

べての人が男性か女性として生まれてくる以上、子どもの頃から性差を理解した上で、

男性と女性とが協力して生活をしていく必要があります。また、子どもに対する教育が、

その後の成長に大きく関わることから、早い内から男女共同参画に関する意識に触れる

ことは重要だと思われます。 

本村では、子どもを対象とする教育においても、学習内容に男女共同参画について盛

り込むとともに、子どもの指導にあたる教職員の男女共同参画についての理解を深めて

いきます。また、子どもを対象としたものだけでなく、村民が男女共同参画について学

習する機会も設け、村全体として男女共同参画社会の実現を目指します。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

男女平等観に立った人間形成を進める教育の充実 

男の子向き、女の子向きと固定的にとらえるのではなく、これまで男性の

少なかった・女性の少なかったそれぞれの分野も視野に入れた進路指導をさ

らに充実させます。進路指導担当者や保護者に対しても理解をさらに深める

よう図ります。 

教育委員会 

２ 

教職員に対する研修の充実 

ジェンダーにとらわれない指導を推進するため、教職員・保育士を対象に

男女共同参画社会についての研修や勉強会を実施するなど、男女共同参画の

高揚に努めます。 

福祉保健課 

教育委員会 

３ 

学校行事・課外活動等における慣習の見直し 

学校行事やクラブ活動における男女の慣習を見直し、共同参画による活動

の推進を一層図ります。 

教育委員会 

４ 

おしのハーモニーふれあいコーナーの設置 

男女共同参画の広報、周知のために、村民が気軽に立ち寄れるコーナーを

生涯学習センター等につくります。関連書籍やパンフレットの設置などの情

報提供や各種相談ができるふれあいのスペースを設けます。 

総務課 

教育委員会 

５ 

学習機会の充実及び男女共同参画推進リーダーの育成支援 

国・県等で実施する一般村民・団体が参加できる男女共同参画関係の研修

を積極的に周知し、村民の男女共同参画に関する意識の向上を図るととも

に、男女共同参画推進のためのリーダーの育成に努めます。 

総務課 
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（４）【重点課題】 男性にとっての男女共同参画の推進  

男女共同参画の推進のためには、男性の理解は欠かせません。そのために重要となる

のは、男女共同参画が推進されることで、仕事と家事・育児のバランスがとれるように

なり、仕事に費やす時間が短くなったり、有給休暇が取得しやすくなるなど、男性にと

っても男女共同参画が有意義なものであることを認識してもらうことです。 

本村では、男性に男女共同参画の必要性と重要性を理解してもらうために意識啓発を

行うとともに、家事や育児へ男性が少しでも参加しやすくなるよう、講座等の機会に役

に立つ情報を提供します。また、企業に対しても男性が家事・育児に参加できる時間を

確保できるよう、長時間勤務の是正や有給休暇、育児休業・介護休業の取得推奨などを

求めていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

男性に対する意識啓発 

男性の意識改革を促し、家庭における固定的な男女の役割分担意識を見直

すとともに、男女におけるワーク・ライフ・バランスの偏りを少なくするよ

うに努める中で、家事や育児など家庭内での仕事に対する支援協力ができる

ように、男女および世代間の意識のギャップに注視して啓発活動の推進を図

ります。 

総務課 

２ 

家事における男女共同参画の促進 

男性の生活面での自立能力を育てるため、男女共同参画の講座等により、

啓発に努めます。 

総務課 

３ 

子育てにおける男女共同参画の促進 

パパ・ママ教室等を通じて、妊娠中から夫婦で育児の勉強をすることによ

って、夫婦が親になる自覚を深めることを目的とした講座の一層の充実を図

ります。 

総務課 

福祉保健課 

４ 

男性の働き方の見直し促進 

男性も子育てや介護に積極的に参加するため、育児休業・介護休業を取得

できる社会的気運の醸成を図るための啓発を行います。また、企業等におい

て子育てや介護に参画する男性に理解のある上司や管理職等の育成を図る

ための啓発を行います。 

総務課 

観光産業課 
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（１）「忍野

 ＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

（２）「忍野

 ＊村民アンケートで「名称も内容も知っている」と回答した割合

（３）「忍野村男女共同参画推進条例

 ＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

（４）「男女共同参画社会

 ＊村民アンケートで「見たり

（５）「男

 ＊村民アンケートで「そうは思わない」と回答した割合

（６）社会全体

 ＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

（７）学校教育

 ＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

（８）家庭生活

 ＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

（９）「男尊女卑

 ＊村民アンケートで「あると思う」と回答した割合

第３次忍野ハーモニープラン

忍野ハーモニープラン

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

忍野ハーモニープラン

＊村民アンケートで「名称も内容も知っている」と回答した割合

忍野村男女共同参画推進条例

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

男女共同参画社会

＊村民アンケートで「見たり

男は仕事、

＊村民アンケートで「そうは思わない」と回答した割合

社会全体において

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

学校教育の場

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

家庭生活において

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

男尊女卑（

＊村民アンケートで「あると思う」と回答した割合

３次忍野ハーモニープラン

評評評評    価価価価    

ハーモニープラン

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

ハーモニープラン

＊村民アンケートで「名称も内容も知っている」と回答した割合

忍野村男女共同参画推進条例

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

男女共同参画社会」という

＊村民アンケートで「見たり、聞いたりしたことがある」と回答した割合

女は家庭」

＊村民アンケートで「そうは思わない」と回答した割合

において、男女

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

場において、

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

において、男女

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

男女差別）

＊村民アンケートで「あると思う」と回答した割合

３次忍野ハーモニープラン 

    指指指指    標標標標    

ハーモニープラン」の周知度

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

ハーモニープラン」の認知度

＊村民アンケートで「名称も内容も知っている」と回答した割合

忍野村男女共同参画推進条例」の

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合

という用語の

聞いたりしたことがある」と回答した割合

」という考えに

＊村民アンケートで「そうは思わない」と回答した割合

男女が平等と思

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合 

、男女が平等

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合 

男女が平等と思

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合 

）の考え方がある

＊村民アンケートで「あると思う」と回答した割合 
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周知度 

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合 

認知度 

＊村民アンケートで「名称も内容も知っている」と回答した割合 

の周知度 

＊村民アンケートで「名称は知っている」と回答した割合 

の周知度 

聞いたりしたことがある」と回答した割合

えに否定的な

＊村民アンケートで「そうは思わない」と回答した割合 

思う割合 

平等と思う割合

思う割合 

がある」と思

聞いたりしたことがある」と回答した割合 

な意見 

割合 

思う割合 

現状値現状値現状値現状値    
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【基本目標Ⅱ】あらゆる分野で男女がともに活躍できるむらづくり 

（１）【重点課題】 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大  

女性の社会進出が進んだといっても、女性が全ての分野において、男性と同じように

働けるようになったわけではありません。我が国では、長年、女性は男性より能力が低

いと見なされていたことから、現在でも重要なポストに就いている女性は男性より少な

いとされています。一方で、近年では、女性でも重要なポストに就いたり、性別ではな

く能力で評価する企業・事業所が増え、少しずつではありますが、改善に向けて動き出

しています。 

本村では、村の審議会・委員会に女性委員を登用したり、女性の意見を村政に反映さ

せることで、男性と女性の両方の視点を取り入れた村政となるよう努めていきます。ま

た、女性の能力向上・人材育成にも取り組み、女性であっても男性と同じように働ける

ようにしていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

村の審議会・委員会における女性委員の登用の推進 

審議会・委員会において女性の積極的な参画を進め、女性委員の登用状況

を定期的に調査するとともに、結果を公表し、女性の登用を推進します。 

総務課 

２ 

村政における女性の意見の反映 

婦人会等の活動を通じて、女性の声が村政に反映するよう推進します。ま

た、山梨県があらゆる場への女性の積極的な登用を促進するために設置して

いる「やまなし女性人材バンク」を効果的に利用し、村政における女性の意

見を反映させます。 

総務課 

３ 

人材育成のための研修会への派遣支援 

審議会委員など村政に参画することができる人材の育成や、女性団体等の

指導者の資質向上を図るため、各種研修会への派遣を積極的に支援します。

また、個人的にも参加が可能になるよう女性団体、広報・お知らせ等を通じ

て催し物、研修会等の情報提供を積極的に行います。 

総務課 

４ 

職域拡大と女性管理職の登用の促進 

ホームページや広報・お知らせ等へポジティブアクション関係（職域拡大

のための企業の積極的な取組み）の掲載と企業、団体等にリーフレットを配

布、啓発することにより、経営者を始めとした意識改革を図り、職域拡大を

促進します。また、あらゆる広報媒体を利用して、国の成長戦略の柱である

女性管理職の登用の促進を図ります。 

観光産業課 

５ 

働く女性の人材育成 

村内企業に対して、ポジティブアクションに取り組んでいることを公表

し、企業の魅力をアピールすることで、優秀な人材が確保でき、イノベーシ

ョンが起こり、収益性の向上が期待できることを提唱します。また、企業（事

業所）内研修の実施による人材育成を促進します。 

観光産業課 
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（２）【重点課題】 地域社会における男女共同参画の促進  

性別による固定的な役割分担の意識は、仕事や家事・育児のことだけでなく、地域社

会においても深く根付いています。地域活動においては、会合の参加者や行事の進行が

男性に偏ることで、女性の意見が取り入れられないことなどが問題となります。また、

地域生活においては、仕事を優先する女性を非難したり、地域の子どもに男らしさ・女

らしさを求めたりするなど、性別による固定的な役割分担の意識にとらわれて、隣近所

の家庭や個人の考え方を認めることができないケースもあります。 

本村では、地域住民に男女共同参画について理解を得ることから始め、意思決定の場

への女性参画や女性の視点を取り入れた地域活動の実現を目指します。また、国内外の

外国籍の方との交流を通じて、男女共同参画に関する広い視野を身に付ける機会を設け

ます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

区会・自治会等の指導者に対する啓発 

各地区との意見交換会を継続的に実施し、その際に区会・自治会等地域の

団体の指導者に対して男女共同参画の趣旨等の研修を行い、男女共同参画の

意識を持ったリーダーの育成に努めます。 

総務課 

２ 

意思決定の場における女性参画の促進 

自治会活動等に女性の意見を十分に反映させるため、女性も意思決定の場

に積極的に参画するように働きかけます。 

総務課 

３ 

村の自治組織における男女共同参画の推進 

村が区会や自治会などの自治組織に対して、男女共同参画の推進状況につ

いて報告を受け、それぞれの自治組織の男女共同参画に関する活動を把握す

るとともに、男女共同参画の視点を持つように啓発を行います。 

総務課 

４ 

国際交流・協力施策の推進 

男女がともに国際化時代にふさわしい交流・協力ができるように、国や県

と連携を図りながら、国や県が掲げる施策の推進・支援を図ります。また、

地域活動やボランティア活動を通じて、外国籍村民との交流を図り、多文化

共生社会の推進に努めます。 

総務課 

企画課 



 

 

（１）審議会

 ＊審議会等

（２）村職員

 ＊村の管理的職業従事者に占める女性の割合

（３）地域活動

 ＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

審議会・委員会委員

審議会等における女性の登用状況

村職員の女性管理職

＊村の管理的職業従事者に占める女性の割合

地域活動の場

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

評評評評    価価価価    

委員会委員の女性

における女性の登用状況 

女性管理職の比率

＊村の管理的職業従事者に占める女性の割合

場において、

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

    指指指指    標標標標    

女性の登用率

 

比率 

＊村の管理的職業従事者に占める女性の割合 

、男女が平等

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合 
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登用率 

平等と思う割合割合 

第４章

現状値現状値現状値現状値    

(H25)(H25)(H25)(H25)    

19.7％ 

18.1％ 

39.7％ 

章 施策の方向

    
 

目標値目標値目標値目標値

（（（（

→ 

→ 

→ 

施策の方向 ■■■

目標値目標値目標値目標値    

（（（（H37H37H37H37））））    

30303030％％％％    

30303030％％％％    

70707070％％％％    

■■■ 
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【基本目標Ⅲ】男女がともにいきいきと働ける環境づくり 
（女性活躍推進計画）      

（１）就労における男女平等の促進  

女性の社会進出が進み、働く女性も珍しくなくなりました。一方で、女性は男性より

能力的に劣っているという考え方の名残りから、同じ作業を行ったとしても、女性であ

るために男性と同じ待遇が受けられないといった問題や女性が意思決定の場に参画でき

ないといった問題も出てきました。また、妊婦を長時間働かせるケースや職場における

セクシュアル・ハラスメントも問題となっています。 

本村では、企業に対して男女平等な待遇を求めるとともに、性別ではなく能力による

評価を求めていきます。また、母性保護やマタニティ・ハラスメント、セクシュアル・

ハラスメント等の関連法令・制度について周知し、男女ともに働きやすい職場環境とな

るよう努めていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

職場における男女平等の実現 

村のホームページと「広報おしの」を通じて、職場における男女平等の実

現に向けた啓発を実施するとともに、村内の従業者数が多い事業所を対象

に、男女共同参画に関するアンケート調査を定期的に実施します。また、男

女平等を推進している事業者の紹介・表彰を実施します。 

総務課 

観光産業課 

２ 

働く女性の母性保護・健康管理 

村のホームページと「広報おしの」に母性保護に関する関係法令と内容を

掲載するとともに、事業主に対してリーフレット等を送付して、周知・啓発

を促進します。また、主治医が行なった指導事項の内容を、仕事を持つ妊産

婦から事業主へ明確に伝えられるツール「母性健康管理指導事項連絡カー

ド」の普及促進を図ります。 

観光産業課 

福祉保健課 

３ 

セクシュアル・ハラスメント防止のための環境整備 

村のホームページや「広報おしの」に、関係制度や相談窓口(山梨労働局)

に関する情報を掲載するとともに、企業、団体、学校、各種講演会開催時に

啓発に関するリーフレット等を配布して、事業主を対象とした意識改革を図

ります。また、村内の従業者数が多い事業所を対象に、男女共同参画に関す

るアンケート調査を定期的に実施し、状況が悪い事業所への相談を実施しま

す。 

総務課 

観光産業課 

教育委員会 
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（２）【重点課題】 ワーク・ライフ・バランスの推進  

男女共同参画を推進していく上で外せないキーワードが、ワーク・ライフ・バランス

です。就労する女性が多くなり、働く意欲を持つようになったことで、男女ともに仕事

や家事・育児、地域活動をどのように分担して進めるか、どの程度優先して進めるのか

などを考える機会が増えています。行政や企業としては、個人や家庭が希望する形を実

現できるよう、各種制度やサービスを充実させていく必要があります。 

本村では、ワーク・ライフ・バランスについて、村民や企業、地域の理解を得るため

の取り組みを行っていきます。また、企業への育児休業制度・介護休業制度の活用促進

を求めたり、保育サービス・介護保険サービスなどの各種サービスを充実させていきま

す。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

ワーク・ライフ・バランスに対する理解促進 

村のホームページや「広報おしの」を通じて、仕事と育児・介護などの

家庭生活との両立に関する意識を高めるとともに、ワーク・ライフ・バラ

ンスの定着促進に向けた啓発を行います。 

総務課 

２ 

育児休業制度・介護休業制度の周知徹底と活用の促進 

村のホームページや「広報おしの」及びパパ・ママ教室等で、育児休業

法及び介護休業法に係る制度の説明(給付金の支給内容等を含む)を継続的

に実施することで、利用促進を図ります。また、事業主に対してパンフレ

ット等を送付し、制度の啓発と労働者への説明責任を課すことにより、男

女がともに安心して働き続けられる環境整備に努めます。 

観光産業課 

福祉保健課 

３ 

保育サービスの充実 

育児と仕事との両立を支援するため、保育サービスの充実を図ります。

同時に、多様な保育サービスに対応するため、『忍野村 子ども・子育て支

援事業計画』に準じて、利用者のニーズに対応した多様な保育形態の受け

入れ体制の充実に努めます。 

福祉保健課 

４ 

相談事業の充実 

保育所・幼稚園での相談事業を充実し、家庭教育について親が考え、学

習することへの支援を行います。 

福祉保健課 

５ 
放課後児童対策の充実 

小学校児童のため、放課後児童クラブを充実します。 
福祉保健課 

６ 

介護保険サービスの充実 

家族を介護している人の介護と仕事や日常生活との両立を支援するた

め、デイサービスを始めとする介護保険サービスの充実を図ります。 

福祉保健課 
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（３）女性の就労の場における活躍への支援  

女性の活動の幅が広がったことで、短時間だけ働きたいという人や自分で起業したい

人、育児が落ち着いたため再度働きたいという人、自営業の家族の元で働きたい人など、

女性の希望する働き方が多様化してきています。一方で、多様化する働き方に対する企

業の理解・対応はさほど進んでおらず、立場が安定しないまま就労している女性や低待

遇で就労している女性もいて、早急の改善が必要とされています。 

本村では、就労意向のある女性をあらゆる方向から支援するため、その立場を守る法

令や制度の周知をはじめ、就労機会の充実や就労環境の向上を促進していきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

非正規雇用労働者の状況把握および法規の周知徹底 

村のホームページや「広報おしの」・お知らせ等に関係法令と内容を掲載

するとともに、事業主に対してリーフレットを送付して雇用条件の改善を促

進します。 

観光産業課 

２ 

女性起業家支援事業の促進 

村のホームページや「広報おしの」・お知らせ等で「女性起業家支援施策

ガイドブック」（経済産業省作成）の紹介と、相談窓口（やまなし産業支援

機構）の情報提供を実施し、女性起業家の増加を図ります。 

総務課 

観光産業課 

３ 

再雇用制度の普及促進 

村のホームページや「広報おしの」・お知らせ等への再雇用関係の掲載に

よる啓発と、事業所にリーフレットを配布・啓発することにより、再雇用採

用事業所の拡充を促進します。また、事業所への再雇用制度の導入調査を実

施し、未導入事業所への導入促進を図ります。 

観光産業課 

４ 

家族従業者等として働く女性の環境の向上 

村のホームページや「広報おしの」・お知らせ等への家族従業者関係の掲

載による啓発と、農林業者、商工自営業者にリーフレットを配布、啓発する

ことにより、働く女性の環境向上を促進します。 

観光産業課 



 

 

（１）母性健康管理指導事項連絡

 ＊妊婦教室等で把握

（２）職場

 ＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

（３）セク

 ＊村民アンケートで「自分自身が受けたことがある」と回答した女性の割合

（４）ポジティブアクションに

 ＊村内事業所アンケートによる把握

（５）男女平等

 ＊村内事業所アンケートによる把握

（６）女性

 ＊女性の農業委員の人数

（７）「ワーク・ライフ・バランス

 ＊村民アンケートで「内容も理解している」

（８）「ワーク・ライフ・バランス

 ＊村民アンケートで「仕事と家庭生活が調和できている」と回答した割合

（９）男性

 ＊村男性職員の育児休業制度を取得した割合

母性健康管理指導事項連絡

＊妊婦教室等で把握 

職場において

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

セククシュアル・ハラスメントを

＊村民アンケートで「自分自身が受けたことがある」と回答した女性の割合

ポジティブアクションに

＊村内事業所アンケートによる把握

男女平等を推進

＊村内事業所アンケートによる把握

女性の農業委員

＊女性の農業委員の人数

ワーク・ライフ・バランス

村民アンケートで「内容も理解している」

ワーク・ライフ・バランス

＊村民アンケートで「仕事と家庭生活が調和できている」と回答した割合

男性の育児休業取得率

＊村男性職員の育児休業制度を取得した割合

評評評評    価価価価    

母性健康管理指導事項連絡

 

において、男女が平等

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合

クシュアル・ハラスメントを

＊村民アンケートで「自分自身が受けたことがある」と回答した女性の割合

ポジティブアクションに

＊村内事業所アンケートによる把握（社会保険加入事業所）

推進している

＊村内事業所アンケートによる把握（社会保険加入事業所）

農業委員 

＊女性の農業委員の人数 

ワーク・ライフ・バランス

村民アンケートで「内容も理解している」

ワーク・ライフ・バランス

＊村民アンケートで「仕事と家庭生活が調和できている」と回答した割合

育児休業取得率（

＊村男性職員の育児休業制度を取得した割合

    指指指指    標標標標    

母性健康管理指導事項連絡カードの

平等と思う割合

＊村民アンケートで「平等」と回答した割合 

クシュアル・ハラスメントを受けたことがある

＊村民アンケートで「自分自身が受けたことがある」と回答した女性の割合

ポジティブアクションに取り組む村内企業

（社会保険加入事業所）

している村内企業・

（社会保険加入事業所）

ワーク・ライフ・バランス」の周知度

村民アンケートで「内容も理解している」＋「聞いたことがある」

ワーク・ライフ・バランス」の実践度

＊村民アンケートで「仕事と家庭生活が調和できている」と回答した割合

（村職員） 

＊村男性職員の育児休業制度を取得した割合 
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カードの利用率 

割合 

けたことがある女性

＊村民アンケートで「自分自身が受けたことがある」と回答した女性の割合

村内企業・事業所

（社会保険加入事業所） 

・事業所 

（社会保険加入事業所） 

周知度 

＋「聞いたことがある」と回答した割

実践度 

＊村民アンケートで「仕事と家庭生活が調和できている」と回答した割合

 

女性の比率 

＊村民アンケートで「自分自身が受けたことがある」と回答した女性の割合 

事業所 

と回答した割合  

＊村民アンケートで「仕事と家庭生活が調和できている」と回答した割合 
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【基本目標Ⅳ】男女がともに心豊かに安心・安全に暮らせる社会づくり 

（１）生涯を通じた男女の健康支援  

人々の生活は、心身の健康の上に成り立っています。心身の健康を維持するためには、

食生活や運動、こころの健康について正しい知識をもって生活することや、定期的な健

康診断により疾病を早い段階で発見し、治療につなげることなどが重要となります。ま

た、青少年期に性や薬物等について正しい知識をもつことや、妊婦が必要な指導や健診

などを受けることなど、世代に合わせた健康教育も必要となります。 

本村では、青少年への教育を充実させるとともに、妊婦への情報提供や各種診査・指

導を行い、心身の健康維持を支援していきます。また、健康診断の受診を通じた疾病の

早期発見につながるよう、健康診断の周知や定期的な受診の勧奨をしていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

性についての正しい情報の提供 

自分の身体・命を大切にし、男女平等の視点に立ち、男女が互いの人格を尊

重し、認め合う能力を育てられるよう学校教育での性教育の一層の充実に努め

ます。 

教育委員会 

２ 

母性保護と母子保健事業の充実 

母子健康手帳の交付により、健康状態の把握と保健指導、相談を行いながら、

妊娠、出産、育児に関する相談支援体制の周知と母性保護の重要性についての

啓発・普及に努め、健康診査、保健指導等の医療サービスの提供が受けられる

体制と受診の促進を図り、母子の心身の健康づくりを支援します。 

福祉保健課 

３ 

世代に応じた健康づくり事業の充実 

世代に合わせた食生活の正しい知識、運動の重要性など健康増進についての

知識の普及と情報提供を拡充するとともに、健康診断の周知を徹底することに

より受診率の向上を図り、村民一人ひとりが自分の健康づくりに取り組めるよ

う、健康づくり事業の充実を図ります。 

福祉保健課 

４ 

心の健康づくりへの支援 

心の健康の保持・増進を図るため、関係機関と協力し、精神保健に関する講

座等による知識の普及や当事者に対する相談・訪問指導の支援体制を充実しま

す。 

福祉保健課 

５ 

健康をおびやかす問題への対策の推進 

国や関係機関による情報提供、学習機会の充実等により、ＨＩＶ（エイズ）、

性感染症に関する正しい知識の普及を図ります。また、青少年の健全育成の一

環として、薬物乱用の恐ろしさについて啓発し、警察等の関係機関との連携の

もと、薬物乱用の未然防止に協力します。 

福祉保健課 

教育委員会 
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（２）男女間のあらゆる暴力の根絶（ＤＶ対策基本計画） 

ここ数年、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）という言葉は、メディアを通じて

よく発信されるようになりました。その背景には、情報化社会となったことで被害を訴

えやすくなったり、被害者となることが多い女性が意見を述べる機会が増えたことで、

昔に比べてドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）による事件が明るみに出ることが多

くなったことがあります。さらに、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に限らず、

虐待やいじめ、各種ハラスメントに対して根絶を求める声も強くなっているように、世

論として人権侵害に該当する行為への関心が強くなっているとも言えます。 

本村では、精神的な暴力や各種ハラスメントを含むあらゆる暴力を許さないという強

い意志を持ち、被害者の支援体制の充実に努めていきます。また、社会全体として、暴

力根絶に向けた意識の醸成を図ります。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

女性に対する暴力に関する実態把握および関係機関との連携 

家庭内暴力やセクシュアル・ハラスメントなど女性への暴力の実態を把

握、及び被害者の救済のため、警察・山梨県犯罪被害者支援連絡協議会・保

健所・病院など関係団体との連携を図ります。 

総務課 

福祉保健課 

２ 

女性に対する暴力を許さない社会環境づくりへの啓発の推進 

女性の人権を保障するという視点から、女性が被害を訴えやすい社会環境

づくり、女性に対するあらゆる暴力を許さない地域づくりを行うための啓発

を図ります。 

・家庭内暴力の防止 

・売買春（児童を含む）問題への取組 

・セクシュアル・ハラスメントの防止 

・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の防止など 

総務課 

住民課 

福祉保健課 

３ 

相談・保護体制の充実および周知の徹底 

村内の相談窓口を明確にするとともに、国・県、及び男女共同参画推進セ

ンター・女性相談所など関係機関と連携しながら、緊急の援助を必要とする

女性への相談窓口や保護体制の充実を図り、村民への周知を行います。また、

女性への暴力の根絶に取り組むＮＧＯ・ＮＰＯとの連携を図ります。 

総務課 

福祉保健課 

４ 

個人情報の保護 

住民基本台帳事務におけるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やスト

ーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護の支援措置の

申出があった場合、住民票や除票、戸籍の附票などを加害者に対して発行し

ないよう、制限をかけて申出者等を保護します。 

住民課 
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（３）誰もが安心して暮らせる環境の整備  

地域の中には、ひとり親家庭、障害のある人、高齢者など、日常的に支援を必要とし

ている人がいます。これらの人が支援を通じて、地域において幸福な生活をすることが

できるようにすることは、男女共同参画に関する意識の根底にある人権を守ることにつ

ながります。また、これまで女性が担うことが多かった介助・介護に男性も参加し、女

性の負担を軽減していくことも、男女共同参画を推進していく上で重要となります。 

本村では、ひとり親家庭や障害のある人、高齢者、要介護者等を支援するために、様々

なサービス・支援を提供しています。今後もこれらのサービス・支援の提供を継続して

いくとともに、内容の充実や情報提供の充実に努め、支援を必要としている人が必要な

支援を受けられるようにしていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

ひとり親家庭に対する支援 

ひとり親家庭等に対して、必要な経済的支援に加え、子育て支援サービス

の周知と利用促進、相談体制の強化、就労支援などニーズにあった支援の提

供に努め、ひとり親家庭等が自立した生活を送れるよう支援します。 

福祉保健課 

２ 

障害のある人に対する福祉サービスの充実 

介護者の負担軽減と障害のある人自身の自立のために、福祉サービスの充

実を図ります。 

福祉保健課 

３ 

高齢者に関する福祉施策・介護保険に関する施策の充実 

高齢期の男女を単に支えられる側に位置付けるのではなく、他の世代とと

もに、社会を支える重要な一員として、高齢者の役割を積極的にとらえ、高

齢社会を豊かで活力のある社会とするために、『高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画』の施策に基づき、高齢者が安心して暮らせる地域の推進を

図ります。 

福祉保健課 

４ 

高齢者の社会参画の促進 

高齢者が豊かな知識や技能、生活の知恵などを活かしながら、共に社会を

支える重要な一員として積極的に社会参画できるよう、老人クラブ活動や生

涯学習の推進を図り、高齢期を生きがいに満ちた充実したものとするための

高齢者の社会参画活動を支援します。 

総務課 

福祉保健課 

教育委員会 

５ 

介護に関する啓発 

男性の介護分野における就労を促進するため、介護のノウハウについての

啓発活動、講習活動を実施します。 

福祉保健課 
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（４）【重点課題】 防災・災害時における男女共同参画の推進  

災害は予測が難しく、また、その被害程度も事前の備えや災害時の現場の対応等によ

って大きく変わります。そのため、防災・減災意識の向上や避難生活を支える物資の備

蓄などが、現実的な災害対策とされています。また、東日本大震災を機に、これまで男

性の視点で進められることが多かった災害対策・災害時の対応に女性の視点を取り入れ

ることにも注目が集まっており、今後はこの分野においても男女共同参画に関する意識

が活きてくると思われます。 

本村では、避難訓練や救護訓練などを通じて、村民が日頃から防災・減災意識をもち

続けられるよう努めていきます。また、防災会議や災害復興対策会議等に女性委員を参

画させることで、女性の視点を取り入れた活動・対応を心がけていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

地域防災体制における男女共同参画の推進 

男女それぞれの視点をもって、防災意識の普及・啓発に努め、災害時の避

難･救護体制および復興支援体制の整備に取り組みます。 

総務課 

２ 

防災に関する政策・方針決定過程における女性の参画の拡大 

村の防災会議や災害時の災害復興対策会議等に女性委員が参画するなど、

防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に努めるとともに、

災害発生時には、女性の視点や知識を活かした避難所の運営体制を整備しま

す。 

総務課 

 

評評評評    価価価価    指指指指    標標標標    
現状値現状値現状値現状値    

(H25)(H25)(H25)(H25)    
 

目標値目標値目標値目標値    

（（（（H37H37H37H37））））    

（１）乳がん検診の受診率 

 ＊40 歳以上対象、マンモグラフィー 及び 視触診 
61.3％ → 70707070％％％％    

（２）子宮がん検診と子宮頚がんの受診率 

 ＊20 歳以上対象、個別施設検診 
35.2％ → 50505050％％％％    

（３）ドメスティック・バイオレンス(DV)を受けたことがある女性の割合  

 ＊村民アンケートで「DV を受けたことがある」と回答した女性の割合 
－ → 0000％％％％    

（４）DV被害者(女性)のうち、公的な相談窓口に相談した比率  

 ＊村民アンケートで「公的機関に相談した」と回答した女性の割合 

3.2％ 

（95 人中 3人）→ 50505050％％％％    

（５）防災会議における女性の比率 

 ＊防災会議に占める女性委員の割合 

13.3％ 

（15 人中 2人）→ 30303030％％％％    
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【基本目標Ⅴ】推進体制の充実

（１）【重点課題】

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

見直します。

１ 

村職員の意識向上

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

等を活用し、村職員に対する研修等を実施します。

２ 

忍野村男女共同参画庁内推進会議の設置

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に

とし、

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

体等に推進への取組を促します。

３ 

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表

村は男女共同参画の推進施策の実施状況

成し、村のホームページ等で公表します。また、課題や

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。

第３次忍野ハーモニープラン

【基本目標Ⅴ】推進体制の充実

【重点課題】

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

見直します。 

村職員の意識向上

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

等を活用し、村職員に対する研修等を実施します。

忍野村男女共同参画庁内推進会議の設置

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に

とし、“忍野村男女共同参画庁内推進会議（構成員は各課の課長

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

体等に推進への取組を促します。

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表

村は男女共同参画の推進施策の実施状況

成し、村のホームページ等で公表します。また、課題や

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。

３次忍野ハーモニープラン

【基本目標Ⅴ】推進体制の充実

【重点課題】 庁内推進体制の整備

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

具体的具体的具体的具体的

村職員の意識向上 

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

等を活用し、村職員に対する研修等を実施します。

忍野村男女共同参画庁内推進会議の設置

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に

“忍野村男女共同参画庁内推進会議（構成員は各課の課長

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

体等に推進への取組を促します。

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表

村は男女共同参画の推進施策の実施状況

成し、村のホームページ等で公表します。また、課題や

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。

３次忍野ハーモニープラン 

【基本目標Ⅴ】推進体制の充実

庁内推進体制の整備

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

等を活用し、村職員に対する研修等を実施します。

忍野村男女共同参画庁内推進会議の設置

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に

“忍野村男女共同参画庁内推進会議（構成員は各課の課長

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

体等に推進への取組を促します。 

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表

村は男女共同参画の推進施策の実施状況

成し、村のホームページ等で公表します。また、課題や

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。

38 

【基本目標Ⅴ】推進体制の充実 

庁内推進体制の整備 

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

等を活用し、村職員に対する研修等を実施します。

忍野村男女共同参画庁内推進会議の設置 

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に

“忍野村男女共同参画庁内推進会議（構成員は各課の課長

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表

村は男女共同参画の推進施策の実施状況について、年度ごとに報告書を作

成し、村のホームページ等で公表します。また、課題や

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。

  

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

 

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

等を活用し、村職員に対する研修等を実施します。 

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に

“忍野村男女共同参画庁内推進会議（構成員は各課の課長

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表

について、年度ごとに報告書を作

成し、村のホームページ等で公表します。また、課題や問題点などを次年度

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

男女共同参画の推進に向けて、全庁的な取組体制として庁内に、村長を長

“忍野村男女共同参画庁内推進会議（構成員は各課の課長等）”を設置

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

男女共同参画の推進状況に関する報告書の作成および公表 

について、年度ごとに報告書を作

問題点などを次年度

の施策の参考にして、さらなる推進につながるように努めます。 

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

いくこととなります。そのためには、職員が男女共同参画に関する意識を共有し、実践

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

ぴゅあ富士・ぴゅあ総合での研修会の案内を行うともに、新入職員の研修

、村長を長

）”を設置

します。関係部署間の連携を図るとともに、庁内各課を通じて村内の関係団

について、年度ごとに報告書を作

問題点などを次年度

男女共同参画がすべての人に関わる事項であり、団体・機関、企業などを巻き込んで

推進されていくべきものであるという特性上、庁内が一体的に男女共同参画を推進して

共有し、実践

することはもちろんのこと、忍野村男女共同参画庁内推進会議を設置し、定期的に男女

共同参画の推進状況について点検・評価していきます。また、必要に応じて、本計画を

担当課担当課担当課担当課 

総務課 

総務課 

総務課 
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（２）【重点課題】 村民参加の推進体制の確立  

男女共同参画の推進に最も大切なのは、村民が男女共同参画について理解し、行政と

ともに推進していこうという気持ちを持つことです。時間はかかるかと思われますが、

一人ひとりが希望する生き方を選択することができる社会を実現するためにも、村民の

理解を得ながら各事業を着実に進めることで、本村における男女共同参画を推進してい

きます。 

また、忍野ハーモニープラン推進委員会や忍野ハーモニープラン評価委員会の活動や

国や県等との連携・協力を通じて、その時の状況に応じた方法で効果的に男女共同参画

が推進できるよう努めていきます。 

具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組み・み・み・み・施策施策施策施策 担当課担当課担当課担当課 

１ 

忍野ハーモニープラン推進委員会の活動の充実 

村民の立場から「忍野ハーモニープラン」の推進に関わる施策の検討・提

案を行うとともに、村民と協力して計画推進に取り組みます。 

総務課 

２ 

忍野ハーモニープラン評価委員会の設置 

「忍野ハーモニープラン」の施策の進捗状況、目標の達成度などを客観的

にチェックし、次の施策への提言を行うために「忍野ハーモニープラン評価

委員会」を設けます。 

総務課 

３ 

国・県等との連携・協力 

男女共同参画の総合的な推進のため、国・県、関係機関との連携・協力を

密に行い、施策の推進を図ります。 

総務課 

 

評評評評    価価価価    指指指指    標標標標    
現状値現状値現状値現状値    

(H25)(H25)(H25)(H25)    
 

目標値目標値目標値目標値    

（（（（H37H37H37H37））））    

（１）男女共同参画事業に参加したことがある村職員 

 ＊村職員へのアンケートで把握 
－ → 100100100100％％％％    
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 第５章 資料編 

１ 第３次忍野ハーモニープラン策定経過 

    

年 月 日 内  容 

平成 27年５月 28日 

第１回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）委員長・副委員長選出 
（２）定例会の開催日について 
（３）男女共同参画のあらましと取り組み概要説明・年間テーマ設定  

平成 27年６月 10日 
第２回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）私が感じている忍野村男女共同参画に関する課題 

平成 27年７月８日 
第３回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第２次おしのハーモニープラン」の評価（前半） 

平成 27年８月 12日 
第４回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第２次おしのハーモニープラン」の評価（後半） 

平成 27年９月９日 
第５回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第３次おしのハーモニープラン」に盛り込みたい内容 

平成 27年 10 月 14日 

第６回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第３次おしのハーモニープラン」の骨子案 
（２）「第３次おしのハーモニープラン」の施策の体系 

平成 27年 11 月 11日 
第７回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第３次おしのハーモニープラン」の具体的な施策（前半） 

平成 27年 12 月９日 
第８回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第３次おしのハーモニープラン」の具体的な施策（後半） 

平成 28年１月 13日 
第９回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第３次おしのハーモニープラン」の数値目標 

平成 28年２月 10日 
第 10 回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）「第３次おしのハーモニープラン」の素案 

平成 28年２月 18日～ 
平成 28年３月 ７日 

パブリックコメント 

 提出された意見：０件 

平成 28年 3 月９日 

第 11 回 忍野ハーモニープラン推進委員会 

（１）パブリックコメントの結果 
（２）「第３次おしのハーモニープラン」の表紙、概要版 

平成 28年３月 18日 「第３次おしのハーモニープラン」を村長に答申 
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２ 忍野ハーモニープラン推進委員名簿 

    

    役役役役    職職職職    名名名名    氏氏氏氏    名名名名    

１ 委員長 天野  昇市 

２ 前委員 櫻井 をさみ 

３ ぴゅあ富士実行委員長 渡邉  孝子 

４ 前委員 大森  正生 

５ 前委員 天野  直樹 

６ 忍野中学校PTA 渡邉  利男 

７ 忍野中学校PTA 渡邉  五月 

８ 忍野小学校PTA 地主 江利子 

９ 忍野小学校PTA 大熊  幸子 

10 忍野村婦人会 三浦  理恵 

11 忍野村婦人会 渡邉  節美 

12 忍野村婦人会 渡邉 三千子 

13 忍野村婦人会 渡邉 ひろみ 

14 ファナック社宅会 酒井  義明 

（敬称略）    

 

  



■■■ 第３次忍野ハーモニープラン 

42 

    

３ 男女共同参画社会基本法 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

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

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

 

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

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

いる。 

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

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

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

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

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

ことが重要である。 

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

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

律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的）（目的）（目的）（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）（定義）（定義）（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）（男女の人権の尊重）（男女の人権の尊重）（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）（社会における制度又は慣行についての配慮）（社会における制度又は慣行についての配慮）（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。 
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（政策等の立案及び決定への共同参画）（政策等の立案及び決定への共同参画）（政策等の立案及び決定への共同参画）（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）（家庭生活における活動と他の活動の両立）（家庭生活における活動と他の活動の両立）（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）（国際的協調）（国際的協調）（国際的協調）    

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務）（国の責務）（国の責務）（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）（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）（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）（国民の責務）（国民の責務）（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）（法制上の措置等）（法制上の措置等）（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）（年次報告等）（年次報告等）（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）（男女共同参画基本計画）（男女共同参画基本計画）（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。 
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（（（（都道府県男女共同参画計画等都道府県男女共同参画計画等都道府県男女共同参画計画等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）（施策の策定等に当たっての配慮）（施策の策定等に当たっての配慮）（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）（国民の理解を深めるための措置）（国民の理解を深めるための措置）（国民の理解を深めるための措置）    

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な

措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等）（苦情の処理等）（苦情の処理等）（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）（調査研究）（調査研究）（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）（国際的協調のための措置）（国際的協調のための措置）（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）（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）（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。 
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第三章 男女共同参画会議 

（設置）（設置）（設置）（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）（所掌事務）（所掌事務）（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（組織（組織（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）（議長）（議長）（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）（議員）（議員）（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）（議員の任期）（議員の任期）（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）（資料提出の要求等）（資料提出の要求等）（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。 

（政令への委任）（政令への委任）（政令への委任）（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。 
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附 則 抄 

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（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）（男女共同参画審議会設置法の廃止）（男女共同参画審議会設置法の廃止）（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）（経過措置）（経過措置）（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。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

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）（委員等の任期に関する経過措置）（委員等の任期に関する経過措置）（委員等の任期に関する経過措置）    

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めた

それぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置）（別に定める経過措置）（別に定める経過措置）（別に定める経過措置）    

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

に法律で定める。 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄 

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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４ 男女共同参画社会に関する法律と目的 

（１）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） 

平成 27 年（2015 年）8 月 28 日に制定された、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、

その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するための法律。 

◆女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の目的と定義文◆女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の目的と定義文◆女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の目的と定義文◆女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の目的と定義文    

第一章総則 

（目的）（目的）（目的）（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（基本（基本（基本原則原則原則原則））））    

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（国及び地方（国及び地方（国及び地方公共公共公共公共団体の責務）団体の責務）団体の責務）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。 

 

（以下、省略） 
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（２）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法） 

雇用において男女とも均等な機会および待遇を受けるとともに、女性労働者が妊娠した場合には、妊娠

中や出産後の健康を確保するための法律。 

平成９年（1997 年）６月に一部が改訂され、募集、採用、配置及び昇進について男女の均等な機会を与

えるとともに、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇での差別扱いを禁止している。平成 18 年（2006

年）６月 15 日にも改正され、①差別禁止規定の強化②妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止③セ

クシュアルハラスメント対策が強化されている。 

◆雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の目的と定義文◆雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の目的と定義文◆雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の目的と定義文◆雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の目的と定義文    

第一章総則 

（目的）（目的）（目的）（目的）    

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確

保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

（基本的理念）（基本的理念）（基本的理念）（基本的理念）    

第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては

母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充

実が図られるように努めなければならない。 

（啓発活動）（啓発活動）（啓発活動）（啓発活動）    

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民

の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げ

ている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（男女雇用機会均等対策基本方針）（男女雇用機会均等対策基本方針）（男女雇用機会均等対策基本方針）（男女雇用機会均等対策基本方針）    

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本

となるべき方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項 

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となる

べき事項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就

業の実態等を考慮して定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審

議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表する

ものとする。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。 

（以下、省略） 
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（３）ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法） 

平成 12 年（2000 年）に施行された、ストーカー（相手につきまとい、精神的被害を与える者）に対し

てその行為を禁止する法律。 

◆ストーカー行為等の規制等に関する法律の目的と定義文◆ストーカー行為等の規制等に関する法律の目的と定義文◆ストーカー行為等の規制等に関する法律の目的と定義文◆ストーカー行為等の規制等に関する法律の目的と定義文    

（目的）（目的）（目的）（目的）    

第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うととも

に、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害

の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 

（定義）（定義）（定義）（定義）    

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は

それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、

直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の

各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所

（以下「住居等」という。）の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 

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 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、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。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得

る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害す

る文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 

２ この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等（前項第一号から第四

号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由

が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。）を反復してすることをい

う。 

（つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止）（つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止）（つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止）（つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止）    

第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、

又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 

 

（以下、省略） 
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（４）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（2001 年）10 月 13 日に施行された、配偶者や恋人などからの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための法律。 

◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の目的と定義文◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の目的と定義文◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の目的と定義文◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の目的と定義文    

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

現に向けた取組が行われている。 

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

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

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

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

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

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章総則    

（定義）（定義）（定義）（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）（国及び地方公共団体の責務）（国及び地方公共団体の責務）（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。 

 

（以下、省略） 

 



資料編 ■■■ 

51 

    

５ 用語の説明（50 音順） 

� 育児・介護休業法 

（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律） 

1992年（平成４年）４月1日より施行された、１歳未満の子を養育する労働者、または介護を

必要とする家族を抱えた労働者について、育児・介護のための休暇取得促進を目的とした法律です。

家族に育児・介護が必要な者がいる場合（条件あり）、そのための休業を事業主に申し出ることがで

きます。事業主は、原則これを拒否したりこの休業を理由として解雇したりできません。 

� 国際婦人年 

国際連合が女性の地位向上を目指して設けた国際年です。1975年（昭和50年）、メキシコシテ

ィで開催された国際婦人年世界会議において「世界行動計画」が採択され、1976（昭和51）～1985

年（昭和60年）を国際婦人年と定めるほか、世界各国・各機関・各団体へ女性の地位向上のため

に行動することが呼びかけられました。 

� 国際年 

国際連合総会において採択・決議されるものであり、特定の事項について、国連をはじめ全世

界の団体・個人に呼びかけるための期間のことです。 

� 女子差別撤廃条約（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約） 

1979年（昭和54年）の第34回国連総会において採択され、1981年（昭和56年）に発効された、

男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃するこ

とを基本理念とする条約で、日本では1985年（昭和60年）に締結されました。具体的には「女子

に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動に

おける差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。 

� 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） 

2015年（平成27）８月に成立した、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を

発揮し、活躍できる環境を整備するための法律です。これにより、従業員301人以上の企業には、

2016年４月１日までに女性登用について数値目標を含む行動計画の作成と公表が義務付けられ

ます。また、300人以下の企業については、努力義務が課せられます。 

� ストーカー 

特定の人に対する好意の感情、またはその好意がかなわなかったことに対する怨念の感情によ

りつきまとい、まちぶせ、押しかけや無言電話などをする人を言います。ストーカーの特徴とし

て、異常なほどの執着心、支配欲に基づく行動で、なかなか歯止めが利かず、行動がエスカレー

トすることが挙げられます。2000年（平成12年）11月24日には、ストーカー規制法（ストーカー

行為等の規制等に関する法律）が施行されています。この法律では、ストーカーとされる行為を

定義し、その行為に対する規制を定めています。 
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� セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

直訳すると「性的嫌がらせ」となります。特に、雇用の場においては「労働者の意に反する性

的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けるこ

と」とされています。 

� 男女共同参画社会 

「男だから、女だから」といった性別にこだわることなく、男女が社会の対等な構成員として

それぞれの個性と能力を発揮して、家庭・職場・地域など社会のあらゆる分野にともに参画し、

責任を担い合っていく社会のことです。国を始め、各市町村において男女共同参画社会の実現を

推進する部署が設けられ、国民・市民の意識改革が進められています。 

� 男女共同参画社会基本法 

1999年（平成11年）より施行された、男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮でき

る男女共同参画社会を実現するための法律です。家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他

の活動においての基本的平等を理念とするほか、それに準じた責務を政府や地方自治体に求める

ものです。この法律により男女の権利が平等になったという意見もありますが、一方で「女性の

権利を優遇するあまり、同等の能力を持つ男性の権利が差別されることもある」などといった意

見もあげられています。 

� 男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律） 

1986年（昭和61年）より施行された、雇用におけるどのような場面でも男女を平等に扱うこと

を定めた法律です。これに加え、女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を

図る等の措置を推進することを目的としています。 

� ドメスティック・バイオレンス（DV） 

一般的には、夫や恋人など親密な関係にある者、もしくは親密な関係にあった者からの暴力を

指します。被害者の多くは女性ですが、近年では男性の被害者も報告されています。 

� 配偶者からの暴力の防止及び被害者保護等に関する法律（DV防止法） 

2001年（平成13年）10月より施行された、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支

援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律で

す。これにより、配偶者もしくは事実婚の状態にある者からの暴力を受けた者が、保護命令（＝

接近禁止命令・退去命令・子に対する接近の禁止命令）を申し立てることができます。 

� ポジティブ・アクション（アファーマティブ・アクション） 

職場において、男女の従業員の間で「営業職に女性がほとんどいない」、「課長以上の管理職

は男性が大半を占めている」などの問題が生じている場合、それを解消するために企業が行う自

主的かつ積極的な取組をいいます。 

� 母性健康管理指導事項連絡カード 

仕事をもつ妊産婦が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容を事業

主に的確に伝えるためのものです。女性労働者から「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出

された場合、事業主はその記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。 
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� マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

職場において、妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不利益な異動、減給、降格など不

利益な取扱いを受けることです。このようなことを行うのは、『男女雇用機会均等法』や『育児・

介護休業法』で禁止されています。 

� ワーク・ライフ・バランス 

直訳すると、「仕事と生活の調和」となります。近年の日本では「個人のライフスタイルやラ

イフステージに応じた多様な働き方の実現を目指す考え方」などとされています。ワーク・ライ

フ・バランスを推進する企業等では、所定外労働時間の削減や休暇取得の促進などが取り組まれ

ています。 
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