
第3次かさおかウィズプうン
(笠岡市男女共同参聞社会の形成の推進に関する基本計画)

平成 2 2年 3月策定

平成 2 6年 3月改訂

笠 岡 市
本冊子では?第 3次かさおかウィズプランの策定時(平成 22年 3月)に発行した冊子に掲載した関係資料(本文

中の図表 ι 年表 1 関係法令等【笠岡市男女共同参画推進条例 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!ストー力一行為等の規制等に関する法律のみ掲載】)の掲載を省略しています。
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第 1主主プランの策定に当たって

1 ブラン策定の議題EZ
人口減少社会の到米や少子高齢化，グ、口ーバル化の:illi燥など社会経済情勢の急速な変化に

より，社会は大きな転換期を迎え P これからのH寺代を裂かでliTr)Jのあるものにするための様々

な取組が求められています。

全[I[的にも施策を進めていく仁[]で，新たに様々な課題もry)らかになってきており，その仁1"

で，性日1)により役割lをi歯|定した;断裁は恨jl人の生き方fを狭め，今なおムヤ在の経済的佐IS/:を隊|婚

にい男性は家庭生活から疎外され，地域社会とのつながりも希薄であるというような，ムー

性だけでなく，男女双方にとって生きにくい相会を形成していることがわかってきました。

このような状況の中，男女が.7fいの人権を尊重し，性日1/にかかわりなく，その飼料|や能力

を卜分に発持することのできる男女共!口!参聞社会の実現はより一層uX!Jlfな線胞となっていま

こうしたことを背崇に，平成 18
'
1'-3刈に策定した「第2次かさおかウィズプラン IIJの取

組の成来を品/:JUf.Iしつつ，新しし可制I!'iにも対応するため，平成 22年3J)に「第 3次かさおかウ

イズプランj を策定し，ヲ|きk0tき総合的， iiHiiiue;に施策を雑進していま寸。

2 ブラン策定の簿査を

[i:1際社会では，昭和 20(1945)年に， [1'/際迎合:岳、持:が|割|際連合(関連)において採択され

て以米，ムオ'1のl也{}'i:JI'jUこ|白lけた械々な1&組が行われています。|国iiliは，昭和 50(1975)年

を rmm際的1人年j と定め，メキシコシティにおいて，医|際婦人年JtI界会議を日前官し，各医|の

取るべき姑践のガイドラインとなる rtll:界わ!fYJiH-IT珂Jを採択するとともに，昭和 51 (1976) 

年から昭和 60(1985)年を「限速焔人の 10年Jとし平等，開発，平和Jをスローガンに，

限界各l'りで男女平等へ|古lけた取組がれわれました。また， [昭和 54(1979)年には， 1お述総会

で 1 女子に対するあらゆる形態の差別の撤)!J~に関する条約J (女子i.f:oJ!j撤廃条約)が採択され

ました。

我がlJijでは，昭和150 (1975)寺の「図際婦人年J以降， 1[(1速を'1'心とした「平等，開発，

平和IJ という目標達成に[riJけた悶際社会の動きと連動し，閏|村における行動計開を策定し，

施策を推進してきました。昭和 60年には，国籍法の悦l改正，男友雇用機会均等法の公布な

ど法律・制度耐の終{jffJを進め，女子差別撤廃条約を批惟しました。

平成 8 '1'には，改正後の新たな[l~内千i-!ll!J百|個iである「男女共同参附 2000 年プランj を策定，

平成 II 年には r !JHc共同参同社会il~本法j を施行，平成 12'fにはこのf去に基づく「男女共

同参両基本υ/-mnJを策定，平成 17{jには「第 2次男女共附参間基本許証珂J，平成 22"vに「第

3次児女共1，;)参両基本liJ-UliiJを策定し，係々な施策に取り組んでいます。
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|湖山県では，平成，){I三の「第4次岡山県総合福祉計画iJ の策定において，主~本長!-iillíの中で

初めて「女性Jが攻目として設後され，県政の1衣姿施策として位限づけられました。 平成8

{f には「第 5 次岡山県総合縮中'Il:~ト凶IJ において女性行政の基本カ!古l を定めました。 'ILJ戎 9 年

には労立:共|訂l参[山i抑進本部」が設(8:され，平成 11年には，男女共IF<J参両社会づくりを般

illュしていくための総合的拠点施設として岡山県労女共1"1参両初、進センターJ(ウィズセン

ター)が開設されました。

そして，平成 13年には rおかやまウィズプラン 21Jを策itするとともに，男女JtIH)参i闘

を総合的かっ言卜附的に11(，進し，男女共同参闘争t会を実現することを問機とした rr品l山県労女

共同参聞の推進に|努寸る条例jが施行されました。また，平成 18斗に「新おかやまウィズプ

ランJ ，平成 23 年に「貫~3 次おかやまウィズプランj の策定が行われました。

<笠岡市のこれまでの主な取組>

本市では，平成 15イド 7月に男女共同参Ulu推進にf，'ijけて市 i↑J氏，事業者が取り結lむ基本fYl

な方向をrYIらかにした「笠岡市男女共1，;1参剛推進条例J(以 Fr条例Jという。)を制定しま

した。そして，それまであった悠岡市児;次共j;''1参凶基本百l'UI)iを見直し，平成 18fJミ3JJに「第

2 次かさおかウィズプランlI J を策定し，「!3 女、p:qlr~意識の I荷揚 j r男女共存j)参闘iの椛進Jr男

女の人権移1[¥Jr男女共同参耐J1Ci1主体:flillの充実Jについて取り崩lんできました。さらに，平成

22年 3月に「第3次かさおかウィズプランj を策定し，これまでの1&*[1を継承しながら，市

民，事業主f'~協働で施策を峨進しています。

3 プランのま基本約な考え方

(1) プランの理念

rtお6次笠i岡市総合言|個IJで， n僚と寸司る都ibl:象を rrli民協働で事長くしあわせなまら 活

力ある協;J:Il都市かさおかj としており，男女共同参附付会の尖i況はま、らづくりを道gめていく

うえでも丞裂な日!IU6Hとなっています。

このため，条例に規定する次の怨念に基づいて男女J1;間参断社会の実現をめざします。

<基本朗念>

1 男女の人権尊震

2 全l会におけるiljljl支又は慣行についての配慮(見l商し)

3 政策又は方針の立当言及び決定への共!日l参間|

4 家庭生活及び社会生活における活動への共間参11町

5 悦と生殖に関する機手Ijの尊重と健康への両日I品、

6 悶際相会における取組と協力
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( 2) プランの佼置付け

① この;iI-UHH土，条例百円条に規定する基本，1+附として策定するもので，本i1iにおける兇

女共問参凶|の雑草gに関する施策を総合的かつ計倒的に推ill寸司るための基本となる言hmiで

② この計画iは， r筋 6 次笠間 ìli総合計 ~llíJ の部門知i音 I-Wíて、あり，施策の推進に当たっては，

当該総合計図との整合作1，を凶ります。

(3) プラン策定の方針

① rIT氏側動で進めるIH同i

条例では，男女共1"1参附社会の実現にげiJけ，市，rr;氏，事業者が一体となって男女共

同参阪社会の実現にII'ijけた取組を総合的， iH限的に推ill会していくことを求めています。

そのため，言|官TIの中で，行政のl&*tlだけでなく，市民や事業者の惨様の1]I(mの手掛かり

となるよう，具体的な1II(*'l事官ilを示し，協働で推進する言卜闘とします。

② ，11/，¥広い意見が反映された百卜岡

この百i匝Iiは，市民ニーズに沿った具体的な施策を盛り込むため，笠W;J市男女性tl"J参同|

押「進委員会の意見，市民意識調査!及びパブ、リックコメント寺?を行い，広く，li氏等の意見

が反映された音I-U!Jiとします。

③ 評価ので、きる百十mii

この言l闘の実施にさ1たっては，数{仇目標を設定し，jj包策の進捗状況や実効性が客観的

に評価できるような百十jilfjとします。

4 ブランのEI襟

この司卜lim，土，「58余共同参l副社会の実現」に|主lけて， }!仁木.f'1';念に基づき次の 3つのrs[1'1を基

本問機とします。

I 男女の人権を線惑し，男女共同参!削について理解を深めましょう。

Il !ij iどがともにft1f鋭的に社会浴場jや意思決定過艇に参院i令し，多織な意見をし、かしま

しょう o

m 多様な生き方を認め合い，労女がともに支え合い暮らせる環境をつくりましょう。

このプランは，これまでの言|繭の内符を継ijl:しつつ，その立!I(組や市民is:識調査の結果を踏

まえ，次の頃 ~I について浪人目的に取り組みます。

< {:t:]il:rと生活の調布I(ワーク・ライフ・バランス)の惟進>

側々人の求めるライブスタイノレは多機化し，男女を|宮iわず行事と生活をバランスよく允会

実させたいと自民っている人が取えています。こうした中で， 58女がともに自分らしい生き

方を選択でき，存症ド代において，仕事と子育て，介l後などが阿虫、できる社会にするために

「ワーク・ライフ・バランスj の考えに沿って取組を進めます。また，そのためには事業

者の潔解を深め， llI(k，tlを進めるための支援も必要となります。
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<恭)Jの根絶に[I"Jけた取組>

配偶者等からの主主力をはじめとする， !}!; Þ-:問lのあらゆる暴力は，犯;J~となる行為をもft

む重大な人権侵慢であり ，i決決たた:してH許ノ

|防妨[止上に|げ向f古向lリjけfたこI取伐M車綻純Utl及えび被2詰詰LLiJ必者に弗対lけすす司る相J淡淡， 自立文媛等の取刻lを迂gめます。

く:女性のチャレンジ支援〉

十議々な分野において，男」どがバランスよく参Ilfiiできる機会をつくる支援をすることが蒸

らしやすい社会づくりには必~[です。その "10で，特に女'f'lーの参耐!Iについて， )J@I決定過税

への参画 (J-_へのチャレンジ)，従来女性が少なかった分野への新たな参断(被へのチャレ

ンジ)，子育てや介議等でし、ったん仕事を中断した人への支援([1]:チャレンジ)を行{進し，

女性の多織な能力や新しい発J.!:iをいかせるE5jt境づくりを進めます。

5 プラン())期間

この11卜部Iの実施期間は，平成 22{fE皇ーから平成 29年度までの日生f'-IM'!とします。

< r第3次かさおかウィズプランJの中間見WIし>

平成 26年 3月「第 3次かさおかウィズプランJの策定・から概ね4年が総過したことから，

この間]の状況の変化に対応するため，プランの見ìl~C しを行いました。中間見直しでは，プ

ランの構成や袋三本 ~I fJ1i ・ Jt(}~( [1 tmなど施策の体系に係る基本的な部分については見統しの

対象とせず，記述のlI~lj! l;\~修 iE:やブ3ランに位向t付ける施策の加|徐・修 iEを千 I うとともに，新

たに数値目標においてI]Z)JJi:25 {I皮の指紋{i没定をfiいました。

6 j号女共~参闘をめぐる法制疫の整備

(1) 仕事と家庭の両立支援

「次I止代育成支援対策2推進法J(・ 1)が平成 15年 7月にj庖1'1され，平成 17ff. 4月から

従業員数 301人以上の事業所には，仕事と育児を阿立するための行進IJ百卜凶|の策定が義務付

けられました。平成 21{F4月には，従業員数 301人以上(平成 23年4月から 101人以

L 300人以 nの事業所に行動計闘の公表及び従業良への問先11が義務付けられました。

また，平成 17年4月には「育児・介滋休業法J(・ 2)も改立され， JVI間}在川者のうち，

一定の袋件を消lたす者の育児・介縫休業取得機会の拡大，手f児休業JmlllJの延長，干子一の務"

休11暇11収|限見の詞創創lリl比i設交4符宇が1規t定むされました。 さらに平成 21fF-7月には子frて期間'1"の働き)Jの児l玄

し，父級も子育てができる働きカの災現， ftヰ1と介11:盤のI而i3以1守，男女ともに子脊てやブト畿

をしながら働き続けることができる社会をめざして法が改正されました。
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( 2 ) 男女の原別機会均等の指進

平成 18'ri 6月lこ「男女版:別機会均等法J(・:l)が改正され，平成 19年4月からは「女

性に対する i:~~~JJIJの然止 j が「;3 女双方に対する差別の禁止 j に脳;大されるとともに，妊娠・

出産・政{本1&1守宅事を王立1111とする不利縫な取扱いなどの祭IIベコ男性に対するセク、ンュアノレ・

ハラスメントも含めた対策を講じることが義務付けられました。また，募集・探!日に当た

って，合J'![!I~I内なJ'!H山がない場合は，身長・体設や体力を要件としたり， k(tj合Jrii!Hこ松崎を1'1'
う転勤に応じることができることを主主件とすることはJ 1111桜差別(・4)とみなされ告さ11こさ

れました。

( 3) 男女間における暴力の防止策等の充尖

平成 19{ト7月に「配偶者暴力防止法」ゅのが改正され，配偶者からの暴力防11.:. 

被答者保殺のための施策の災方面に隠する恭本1i1削の策定を市町村の努力義務とすること，

生命等に対する442迫を受けた被怒者について保護命令の対象と寸ることになりました。さ

らに，平成 25{F. 6月の改1Eにより， Iお1Jitiする交際相手からの暴力もfil，jJJされることとな

り，被害者に対寸る支援の充実が|濁られました。

また，平成 25{F 7月に「ストーカ一規制法J(・ 6)が改正され， Hiまれたにも関わらず

連続して電子メールを送信する行為も，腕iIllJの対象である「つきまといえq;Jに迫力Hされま

した。

平成 17{!"6JJの刑法改正では，女性や一子どもに対する護大な人権{52f背である人身取引を

取り締まるために，人身う己資 ~，mが創設されています。

(・1)次世代育成支援対策推進法

平成 17年度から 10年防]，地方公共団体及び 定の事業主に丸、iして次LU代育成支援対策(少

子化対策)を集中的に折(，iJ!!するための行動計部[の策定を義務付け，平成 15年にf1iIJA:，平成 17

年4月にeEiIfi施行されました。

(・ 2)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衡する法律

(脊IJt・介護休業法)

少子ー化対策の vilとして，平成4年に施行された育児休業訟に介護休業制度を平成7年に導

入。平成 11年には，休業のIII/Jトや取得を耳[lrtlとする不利経取扱いのう決止が品寄り込まれ，さらに

、ド成 17 {I には符児や介i泌を行う};'働者のイ:l:~j]と家庭との íìlij 立をより ー貯j雌巡する改正が行わ

れ施行されました。
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(+ 3)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

(男女緩用機会均等法)

取り日の分担子において，男女の~~立f0:や能力には:じた対等な機会や待遇を確保するため，昭和 61

4ドに施行。平成 11年には，募集・採ffJ. 1¥己霞・昇進等における女担l:Iこえ、iする注目IJのう士止などが

盛り込まれ焔行されました。さらに，平成 19{Iには， '11，差別禁止の飽閣の拡大(男女双方を対

象)，妊娠， a\jJ~i宅~;を耳目 111 とする不利議取扱いの祭I上，母性健!ぷ匂，;~mH\:Hfr，セクハラ対策，ポジ

テイブアクション実施への文媛等，より;Ii!:~りJ般のあるものに改正，施行されました。

(・ 4)間後差別

表rlII上は男女て、与もなる扱いを行っていないが，結果として，ーカの性に相当程度の不利読を

与え， しかも，その基準等が職務と関連性がないなど合J1H悦，正当性が認められないものを指

しま寸。

(・ 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

(配偶者。暴力防止法)

配偶者からの暴力(身体的，経済的， 'f'U民)，精神的な暴力笥i をし、う。)に係る過半~，杵Ii淡，保

後及び1'1)'よ支援の件¥Hiリを殺1Iiiiすることにより，配偶者からの恭力を防止し被得者の保殺をl弱る

ため，平成 13年に施行。被若手者からのド1Ij'iてにより，地方裁判所が加得者を被告者から引き向ff

すための「保護命令制度j が創設されました。

また， r配偶殺からの暴力の防止及び被71・者の保護にI却する法手l'の…fH5を改正する法行りが'1完

成 25{f: 6月に成立，平成 26{I"' 1月に施行され，会主I;の本拠を共にする交際1'11手からの暴力及

びその被徐'者についても，配偶者からの暴力及びその被i~:者に準じて，法の適用対象とされる

こととなりました。これにより，法律名が「阿川附者からの暴力の防止及び被詳者の保護等に関

する訟手1¥Jに改められました。

(φ6) ストーカ一行為等の規制等に関する法律

(ストーカ一規制法)

「つきまとし叫卒J(つきまとい， Ifti会要求， 11提言電話等)を繰り返すストーカ一行為に士、iする

規制・苦iJtlIJと，被持者に対する援助長l践をJl:めた法律。 iJi.成 12年に施行。
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第2:撃

ブランの体系と内議事
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第2主主 1 プランの体系

基本目標 I 男女の人権を尊重し，男女共同参画について理解を深めましょう。

語亙邑忠
男女共同参画についての理解の

促進

I1fL'i¥¥fl亙ヨ
男女共同参商社会の実現を限害

する暴力の防止と被害者支援

援支の
的
川
ノ

ノ
¥づ康健る

一

3
一
た

一
標
一
わ

一
回
一
に

一
点
一
波

雇
口
生

一施策 1 男女共同参ulHについての広報，点発の行fj;隼

}j包策 2 メディアにおける男女の人材;尊重

}j包策3 家庭，地域における男女共同参販の協点に立つ

た研修等の機進

施策4 学校~~における男女平等に関する教育の推進

腕策 5 iJJlζ|剖における暴力のi坊止と被審者への支援

施策 6 1七社lを通じた男女の健康文J愛

施策 7 瓦いの'~l: の耳l!Wf.と噂重

基本目標E 男女がともに積穣的に社会活動や意思決定過程に参麗し，多様な意見をいかしましょう。

匡亙冨
政策・方針の立案，決定過程の場

等への男女共同参画の推進

亘亙fljjfl 51 
地域社会への男女共同参画の推進

産亙盈~
雇用の場における男女共同参闘の

推進

}j包1駐日 政策キト27:ヨミ，決定過殺の場等各分野への女性の

参画iの撒進

)jfiL~有 9 地域liF，-!IiIJにおける男女共同参画の推進

施策 10 房長別の分野における男女の均等な機会と待遇の

研工1*の般道主

基本目標血 多様な生き方を認め合い，男女がともに支え合い暮らせる環境をつくりましょう。

軍亙fljjfl 71 
仕事と家庭生活，地域活動等の

阿立支援

施策 11 円Ullと生前の調布IJ (ワーク・ライ7・ハランス)の推進

施策 12 多燥な似lき)Jを可能にする撚境づくりへの支援

施策 13 子育てに対する支援

施策 14 介護に対する支援

施策 15 前J齢者や!hWがいのある人が2記心して暮らすための支援

施策 16 ひとり税引必に対する支媛

施策 17 I調際JlI!Wiを深め，外l'ITl人が暮らしやすい環境の1i繍i
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第2章 2 プランの内容

基本目標 I

男女の人権を尊重し，男女共同参画について理解を深めましょう。

- 現状と課題

男友がそれぞれ伽|人として線議され，悦日11にとらわれず，あらゆる分野でその伽IHと能力を|

分発搾できる男女共同参附社会(*1) を実現するためには， 一人一人が人機について学び，男女

平等ぽ識を持つことが必要です。

平成 24 年度に44岡市が ~)J血した市民15:識調査では，「5EJは仕事，女は家庭j という悦日11によっ

て役割を附定する考え方に同感する人の割合は 12.0%で 4年前と比較すると1.7ポイント低く

なっています。平成 10年度実施の秘資で「同感する」と答えた人の割|合の 29.6%からも大きく

減少しており，性別による防!定的な役訓分担怠識は徐々にffJ!!消されつつあります。しかし，地域，

l職場，家庭の分野といった日常生活の中では fEJ作が優位JとWJ31!f11の人が符えており，まだ憤

穏やしきたり等にとらわれ，役11;11を[iW'iEしている傾向があると考えられます。

これらの結果から，性別によって役相jを[占!定する考えカは， 1時代とともに変わりつつあるもの

の，長いWIII1Jの中で形成されたものであり，自11肢に払しょくすることは難しいことから，男女共

[ril参ITXiiに関する泌識が深まるような広報，務発を継続的に行うことが必要です。

カ，配偶者等からの暴刀 (DV)や職場等でのセク、ンュアノレ・ハラスメントなど，相労11によ

って人権を佼容する行為は後を絶たず，その被害者の多くがゑ院です。

男女聞における訴事力は，犯界となる行為を含む1ß大な人権侵fo~:であり，男女共i許l参阪社会の実

現を|社1.'1きする重大な社会問題となっています。

こういった暴)Jを-/'1脱色するためには，これらが基本的人権にかかわる問題として， liいの人権

を再来援するとし、う意識を深める教育や併発を行うとともに，相|淡体制jの充実や被答者が地域で1，1
.'llした生活を送ることができるよう，関係機関とi.ili燐するなどの支援が必裂となります。

また，男女が生被を通じてiJl!;lJItで過ごすためには，互いの'['(:を十分に耳HffJ!iし合い，相手への思

いやりをもって生きていくことが震安で寸。

料、に，女性には，妊娠やH:lïl1:の可能性があるため，与I 泌を通じて， 58悼とは異なる生~m上の問

題に佐I立Iします。発達段附に応じて怖に関する(ミしい知識を身に付け， 庄いの悦をJlJlW!して称][(

するとともに，対等な関係の仁1]で，妊娠・出産について決定できるよう，教育や砕発を行う必要E

がありま寸 o

また，男女がそれぞれの年代に応じて，家庭，職場，地域で卜分lこ能力が発事~J~できるよう，健

康教育や保健指導など総燦づくりの支援をすることも大切です。
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男女共同参画についての理解の促進

重点目標

男女共同参画社会の実現を限害する暴力の防止と被害者支援

(生涯に山健康川吋援

(* [)男女共rri]春闘"相会

r !lJだからJr女だからj といった性別にこだわることなく 1 男女がお互いの人権を尊重し，社会の対等な構成員として，自

らの怠思によって長1-'告のあらゆる分野における 1i~動に参画する機会が雌保され，出トびやL主任を分かち合い仰燃や能力を卜分に

発郊できiJH会のことです。社会や~tli~'怖の保々な分野にともに参両し，老若男立全ての人がし、きいきと住みやすいよl会にす

ることを目的としてし、ます。
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[ 重点目襟 1 男女共同参画についての理解の促進

悦日IJによる閲定的な役割分担意識を見威し，男女が対等な付会の構成員として様々な分野で

その側性や能力を十分発撫できるよう，男友共同参聞社会実現のための広報・講座等を行し、ま

す。また，男女平等やジェンダー(*2)意識は，幼児期lからの家庭，学校，地l或などにおける

生活のq:rで形成されることが多いことから，男女平等教育の推進に努めます。

具体的施策の内符

①労;次共同参filiiに関す|広報紙号事への抱illltなど，男女共同参阪推進に向けた情報提供を行一いま

る広報空字情報提供 |す。

.男女共階断情報紙「始めのゆj の発行 |人権維進課

.男女共同参画関係のパネノレ展示，資料の配布

②男女共同参聞に隠す I'JT:共1，，1参両機進センタ一等で議雌及びTr}r修会等を災施し万女共同

る各槌講j策会， iill修 |参闘について現fJií~が深まるよう取り結lみます。

会，縦の繍 |・男女共同参附発縦「すてきさんかく塾JI人側側

の実施など

③rIi職員を対象とした!市の戦災がネ先して男女共同参両社会の実現を抑えるよう，職員研修

男女共 同参測に関す lを行います。

る研修会の実腕 -人権啓発指導者講座の実施

.新規採用職員研修のFム施

職員i諜

④市民営識調査iの実施|地域の課題に対するE重要皮や満処皮についてili民意識を抱援するため

に定期的にT行氏意識調交を実施します。

企l副政策i深

(* 2) ジェンダー (gender)

人i聞には生まれついての生物学的性別(セックス)がありま寸。…方，lJ会通念へとサ自首の中には，社会によって昨りあげら

れた「男制像J， r女間像jがあり，このような男性?女性的別を「社会的世叩JJ(ジコンダー)としw、ます。「副会的空!jjflJは

それ自体に良い思いの価値を含むものではなく，国際的にも使用されています。 rtJ 会n~tl叩JJが性差別や目別による回定的

役世IJ分担，偏見につながっている場合もあり，これらが企l会的に件られたものであることを意識していこうとするもので寸 a

これが「社会flcJf!l月IJの視点J.Cあり j この ru会的件:}JIJの視点Jでとらえられる対象には， t!!:itJjl]，性別による防|定的役者l分

指及び偏見等，男古共同事側担会の形成を阻寄fると考えられるものがあります。その 方で，対象の中には，男女共同春闘i

世会の形成を限寝しないと考えられるものもあり，このようなものまで見依しをするものでl土ありません。担会制度・慣行の

見直しを行う際には，社会的合l訟を得ながらilliめる必要があり主寸。
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{施策ふ対デタ;ii'Jと1具体8的努施j策の内容
、r山)…一V… 一ιι 一凸んjμ j 

担当課

①広報紙等 iriが発信 mが発{話する情報について，男女共同参nliiの視点に立った表現が促

する情報における 進されるよう市l隊員に周知するとともに，事前のチェックを行いま

男女共|百j参測の悦 す。

，J~(に配)，00:した表現 .広報紙勾の表4見方法のチ rック 企同|政策課

の促滋 -笠岡市ホームベージのillUfI 各線

.男女共同参闘の視点に立った表現に関す 人権惟進課

るガイドブックの作成

②情報を主体的に読 メディアからの様々な情報を，男女の人権的(.tt(の視点にfLって主体

みmき発{言できる (1'.1に読み解く力の向上lこ li'l け，講座のIJ~Hti，~;を行います。また，小

力(メディア・リ 小学校においては，各教科，総合的な学官lの!Iキ附，特別活動におい

テラシー)の|古JJ二 て↑古級モラノレ教育を:Jt，)血します。

へのII主総lの尖脳 .メディア・リテラシー(*3) に関する講 人権維ii!l)[民

版，学習の実施など 学校教育絞

③有害闘志符から ZJ “i世主脅から子白どもを守る"iillllVJとして市内の主主さ街所に自ポストを

少年をサ2るl&ktllの 設[政し，千n厚情報から青少年を守るよう努めます。

2iZ腕
.自ポスト設慌事業の2i4脳 I fij!I学習課

(*日)メディア・リテラシー (media li胞racy)

メディアが発11:1寸るtW械を j体的に読み町向、てl 必要な附械を引き11:¥l，そのw偽を見抜き活用する能力のことで寸。
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(施策3 家庭，地域にお絞る男女共同参断の撹点に立へった研修等の推進 I
具体的}jfIi策の内察 担12ii品(

①史j女共同参院ITの悦 男女が中目立の人権を尊):[[し，相手の立場をよlHi(/{(oし，助け合うような

lkcに立った家庭教 人間形成を関るため，子育て中の保護者を対象に家庭教育に関する

育への文媛 学習機会を提供します。

.r子育てゼミナーノレj における研修の;!;;施 生被学習fìJ~

-幼児学級育成支援

②地I戒における研修 t:U前講般に「男友共問参同社会の尖現をめざしてJをテーマとする|

会等の災1血 i品腿を組み入れ，情報を提供します。その他，地区公民館を拠点に

した砂|修i会等，男女共同参nmの;百:織を高めるための学1~~f機会の提供

に努めます二

.1.1:1品Iiliまちっくり出riiJ講l主人 1:'絞学習課

• rJ世域公民館人権牒'iIi'lqj佐Jの研修会3 焔 人権採進器具

人協議会，女性学級における研修会の実胞

.公民館協議会における人権研修会の尖施

.'控 lìlrmì民大学教義紙ß~の実胞 など

③男女共["j参|闘を推 女性|司体，社会教育卜lM43;±?の各唱[([;I[体の指導者を対象とした研修会

illiするリーダ一義 をi訓話VJで災施し，男女共1Ft!参jjijiに関する学習機会の提供に努めます。

成のための研修会 -婦人協議会，女悦学級等諸問体の人権研修 佐渡学告I線

等の2起施 会の;!;;}J血 人権推進t1*

人人の取j¥ll

o I男jや ft:Jではなく f人」として認め合いましょう。

事業者の I政和l

o f男(女)のくせにJではなく，多機な生き方を認、め合いましょう。

O 身近な生活の中で，性日Ijを，J;ll!山とする不合，J;ll!な慣行やしきたりがな

しゅ、ii百し合い，見成していきましょう。

O 職場の中で，家庭，地域， /倣場における男女共[r，j参iiIii維遂の重要性

について研修等を行い， Jll1W!を深めましょう。
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|絡策4川学校等¥における男女平等に関する教育の推進 会民 γユ υτi
具体1'1'.1)血策の内谷 初当課

①男女平等に関する 人権の噂震，男女王将す， !JJ女の柱I!I.:耳[!Wiと協力，家庭生活の大切さ，

教育の推進 相会i'I'J't'tJJlJの悦点 C*2 ジEンダーの'fu等について，児設生徒の発途

段階には、じ，各教科，道徳，科目I[活動j$JFにおいて学習を災腕し，ま

た， t旨導カ訟の工夫次長与を|支|っていきます。

幼児教育の場では，保育士，教職員がi剥児に対して年令に応じた教

手「を進めていきます。

-人権教育指導資料の1，r，JlI f学校教育課

子育て支援:深

②勤労観， J~能楽観を 職業意識の師事成!，お1l\~'ギ発などを [S[ り，刺広い進路選択やゐ人 人

育むためのq:留の が主体的に進路を選択することを目的とし，望ましい勤労'観，職業

充実 自i¥!を育むための学習の7EZ起に努めます。

-中学生の職場体験の実施(fいきいきチャ 学校教育課

レンジたいけんJ)

③教職員及び保T年士 教職員及び保脊j::をえ、l象と寸る男女共同参ぬIをテーマとする研修会

を対象とした研修 符を実施します。

等の尖JjIfi .人権教育J告i革者;j~肢の実焔 学校教育課

-保育協議会での取組 子子fて支援i深

④保護者を対象とし PTA研修において，男友共同参両lをテーマとするliJ[修会をま5焔し

た研修会等の~施 ま寸。

.PTA人権教育研修会の実胞 学校教育課

!l'.l底学習li!長

子育て支援線
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一人一人のllIimEl

0 男女共同参断について学んだことは，家庭で話し合いましょう。

0 小さいときから，家庭Î'.iiIiにおいて協力し合う習t肢を身につけまし

ょっ。

o r!Jj (女)だからj と性別だけで能力や役割を決めたりすることな

く，その子の持つ側担iペコ能力を伸ばすように育てましょう。

事業 者の UIi~且

O 性日11にかかわらず，学校行事や PTA活動等のための休暇をとりやす

くしましょう。

[数値目標]

十旨 U叫I陪ミE 指標設定11当(H25) Icl.i'!lifi位 (H29)

「労は仕事，女は家庭j という 男性 61.8% 
!J}N 70.0% 

性別で役割|を回定する考え方に T:N: 64.6% 
女恒 70.0% 

ftl]J，\!.~しない人の都合 (H24) 

地域や職場で男女が対等にfE縦 39.6% 
できていると感じる市民のi~fJJ合 50.0% 

(H24) 

笠間ili男女共同参捌推進センタ

ーが災焔する幣発日rl):Hi~常事への参 162人 240人

加者数(1年間延べ人数)

笠岡市男女共和l参断丹i逃tンタ

ーが;t胞する~?f発al\):!i正士事への男 19.8% 20.0% 

間参加者数の書11合
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| 重点巨襟 2 男女共同参画社会の実現を阻害する暴力の防止と被害者支援 i
配偶者等からの暴刀 (DV) (*4)やセク、ンュアノレ・ハラスメント(セクハラ) (* 5) は，身

体的，経淡的，主t会的に優位な立場の者から55い立場の者にれわれることが多く，また，スト

ーカ一行為(*6) も社会I'I¥'J傾化しています。そして，その被答者の多くが女性です。これらは

犯罪となる行為を合むi拡大な人絡イ受話:であり，男女共|百1参両社会の実現を限干与するものでもあ

ります。

このことについて，防止や支援に向けた情報の提供等周知lに努めます。また，関係機関と連

携をI主|りながら，相談体制の充実等被1著者への支援の取組を進めます。

i施策与ぷ男女関lζ訓ずる暴力φ防止と被援是正ぷの支援: ふへい宇三 ιi
具体的施策の内容 jmlfrl深

① DVやセクハラ年; DVやセクハブ45は犯罪となる行為を合む重大な人権侵'占であると

の毒事刀防止に向け いう認識を深め，その発生の防止や， 51)-t;がお瓦いの人総を噂jj);す

た取組の推進 る，~:filæを高めるよう I文京IIを進めていきます。

.DVや Eクハラ等防止の研修等の実j必 人権推進課

.DVや E クハラ等防 lf.:~宇発ビデオ23;の貸出 出ili済f創光前{つ)i!l!

.DVや kクハラ等防止の砕発資料の配布 職員課

.-"タハラ等|防止についての事業所への働き

沖、け

②被'点者への支援 関係機関と述携を|巡りながら，相談業務や被謀者支援のm，*llを進め

ます。また，被得者支媛にI刻するもti縦断0fj:情報収集など，相談業務

担当j隊員の資質の[古u二に努めます。

-女性相談員による相談業務 人権推進課

.DV防止法本計闘の施策のfWill 関係各線

-相談窓口の限的についての周知

-中日談員の研修会等への多却1

.いじめ・虐待・。 V等相談実務者庁内ネッ

トワークの活用

-関係機関との述携

.DVに1M)する市民意識調査の実施

③女性や子どもが安 女性や子どもが安心して幕らすことができるよう，地域の環境整備

心して暮らせる政 に努めます。

l$sの整備 .1<:1¥安心まちづくりへの取組 協イ動のまらづくり線

-学校安全・危機管'Jm体制の充実 学校教脊ri!l!
(*4) DV (ドメスティック・バイオレンス) (Domestic Violence) 

班il.R寸ると「家庭内暴力jで寸が， 般的には「配偶1百や恋人など親しい関係にある男女間における暴力jで，身体的，精

神的，経済的，性的暴力をし功、ます3 これまでは家胞内のこととして見過ごされていましたが1 最近ではm大な人権{笠宮?と
して11会的問題となり認噛が高まっています。
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(* 5) -t;ク y ュアノレ・ノ、ラスメント(判的嫌がらせ) (sexual hal'HSSment) 

セクハラと略して使用されることもあります。同平の百:に1えした叫的な言動で，身体への不必要な桜触， tl的うわさの流布!

公取の場へのわいせつな:1J..~1;の掲ぶなど，機々な械f畠のものが合まれます。特に雌i刑の場においては， HI 干の意に!立した{性

的な叫伎の言動を行い，それに対する対応によって，仕事をする上で 定の不利減を与えたり 3 またj それを繰り返すこと

によって就業環境を著しく感化させることをいい，tす。

(* 6)ストーカー (stalker)行為

特定の者に対-J，:'恋愛感情その他の好2霊感情x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寸る H が~-C ， その

判定的背又はその家族等に対して，思質なつきまとし、や無言電話等の~，がらせを執J助に繰り;gす寸T為をいい主す。

-_.，人人の取組
/' 

O 

O 

¥¥ハー

事業者の取調l
/ 

O 

O 

[数億目標]

十旨

何気ない言il!iJが相手を傷つけていないか， f~1 分自身でチにツクしま

しょう。

DV!土，f¥大な人権佼容であることを認識し，隠れた被害?を防ぐため，

Fh 掛けや特!淡窓仁!$;$の '~flY-':淑提供などの支媛をしましょう。

メディアからの情報を読みWiき，判断できるj)を身に付けましょう。

セクシュアノレ・ハラスメント防11にriiJけて，研修等にがi榔!IYJに取り

高tlむとともに，従業員が気艇に相談できる体制を整えましょう。

メディアを活用して広報な伝を千Iうときは，t;性の人fa等lこ配慮

した表現を別いるよう心がけましょう。

段、 燃機fQ:JEII!j' (H25) ~I 専整備 (H29) 

四日偶者等から 皮でも暴力を 3H'[ 9，7% 

受けたことがある人の割合 女性 18，9% +R総をめざす

(H24) 

DV等に関寸る公的相談機関の

認知度(笠間市男女共同参Wi+if 13，9% 
40，0% 

進センターをJJJっている人の (H24) 

割合)
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[ 重点目標 3 生涯にわたる健康づくりへの支援

男女がIiいの性の違いを政W(， し合い，考.:([(し，思いやりをもって与しきていくことはi)J，9:共同

参闘のぷ本となります。特に女性は妊娠， I.:U成~等男性とは!誌なる終Jj~J 会の 1 1\ 1脳 lこ医![iIiiすること

があります。このことについて， リプロダクティブ・へノレス/ライツ(*7) の視点に立ち，適

切な情報やや1号機会の提供に努めるとともに， 'lc:iHを通じた健康支援の推進を凶り，男女がと

もに r;1S'z:した生活ができるよう支援します。

:'_T.な必
7戸

具体的施策の内符 .fll ~円 ii!ll

① 「し、きいき笠岡 21 市民ゐ人 人が健康で生きがいのある生活ができるためには，健康

健康づくり百1-n!iT Jの 寿命の延命が目標です。このために地域と協働して，食習慣やi湿iJ!)J

托[，進 1~"m'氏の健康づ 習慣に視点をあてた健康づくりの輸を広げながら，市民が気'1径にス

くりへの文援 ボーツを?Ji!iしめる機会の充実をほlりま寸。

-健康まつりや健康づくり講演会の実施 従~I.本|去療線

-ウォーキング大会やぐるりんウオークの実 スポーツ判官.iii?線

施，ウォーキングマップ作成によるウォーキ

ングの普及I啓発

-各極食1~jffi'改静事業(親子料皿教3i\，男性料

盟教室~自}齢者料理教主主など)の実胞

-各磁保健[寸!体の育成(愛育委員の研修2 栄養

委員の育成，へノレスアップリーグーの育成

得)なと

②各種健康診奈，保健 市民が健l来診王立や保健指導，長llr話相談等を受けやすい体制づくりに

指導干ーなどを受けやす 空手めます。

いsUljiづくりの指illi -各種がん検診(特に，手しがん》子?司会績がん検 健康医療線

診の'豆診率的l上に向けた重点的IIj(MI)の実施

.111炎検査，後Wlilkj齢者総長li診埜L 介護予防の

ためのf七百号機能評価，焔「科*総事業等の災焔

-悶保保健指噂事業の実施

.健康相談，健康教育の実施

.'ii訪問指潟の災施

-他1;1i手艇の配布

③母子保健事業の惟進 安全なtJ:Q辰や/+.¥j~f~ J 乳幼児の健やかな成長に向け， THf/;[tfiJ安や妊産

~，~} J 乳幼児のいる家庭への訪問，健康診主E"tどを災)j包し，情報拠f}!、

や4日淡，保健指導の体HlIJを充実させます。
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.こんにちは赤ちゃん家路訪N¥'ドjト業の実施 子育て支援諜

-育児支}A家路訪問事業の実施

-乳児健診の実施など

@食育(*H) にf支うする iliと家庭，地域等が協働して総合的かつ体系的に食脊を封{進します。

IIY剥lの十f((進 また，教育の場においては，男女を問1わず， 人一人が健全な食生

]fiを:;Jミ脱するための能力を養成する綴JLLから食脊をfffi進しま寸。

.2)朝食育舵逃百|闘の策定 子育て支媛課

.栄養教諭}による授業など 健康医療i沫

浮校教育総

⑤健))ftをおびやかす11¥) 新型インフルエンザ等新たなJ感染la;への健))J1:危機管耳目体似づくりや

足自の予防に除lするEiZ 市民への情報拠供に勿めます。

高1[の十ff進 -インフノレヱンザ y.防J費総 健康医療il!R

.肺炎球繭符，.1的接続

.新たなJ感染1itの情報提供

[路策7 瓦いの従の滋解と尊重ご

具体的h画策の内務 初当11*

①リプログクティブ・ リプ口ダクティブ・ヘノレス/ライツに関する限解を深め，男女がえ、I

へノレス/ライツにつ ~~、な関係の '1" で，生涯の健康を保持していくこと及びその十民主主にあ

いての教育の維illi及 る人機意識についての教育や研修会宮崎を1jい，情報提供や周知|をl刻

び情報機供 ります。

-学校保健委員会における研修や PTA研修 学校教7守政!

会の2起腕 f-r=Jて支援課

-リプ口ダクティブ・へノレス/ライツに関する 人権推進傑

紙同5の;JS)J血

②岐に隠する教育の折j 自分自身を大切にするとともに，相 'Fの心身の健康についても大切

近B にすることができるよう，年齢に応じた↑什にf則する教育を実施しま

す。

-指導別問iに法づいた性に関する教育の実縮 学校教育課

③性感染症等予防教育 '1'1:感染対:匂の予防について必裂な知識や情報の挺供を千羽、ます。

の峨進及び情報提供一
.予防に関する資料の配布 TtiE.;;i深

-小中学校の保健爪dlVJ等における予防にf)f;Jす 学校教育課

る教育の;JS)j包
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0 7) リプロダクティプ・へノレス/ライツ(叩pl'oductive hcalth/l'igh砧)

リプ口ダクティプ・へノレス (tlと生舶に出i寸一石幡成)とリプロダクティブ・ライツ(仙と生舶の権利)の慨念があり l これ

を合わせてリプロダクティプ・ヘノレス/ライツ(間と生舶に関する健康と権利)と岬びます。 1994年にカイロで開催された

悶際人口・ tJ~J発会議で提唱された概念です。ザプログクティブ・へノレスとは具体的には，時tに病気または疾患にかかってい

ないことではなく，人々が安全で両ちjdりた畳間を営むことができ，子どもを産むかjfii.まないか1 いつ産むか，何人産むかを

自己決定でき Q 白山をもつことを主主叫、~，生田の柑と生殖に関する全ての人に保隙されるべき他成概念。リプログクティプ・

ライツと {;t，このリプログクティプ・へノレスを本受する権利のことで，すべてのカッノツレと側人(特に主性)が子どもの数と

出産の郎防iや時期を自由に資任をもって決定することがで古，そしてそれを可能にする情報と手段を手することが基本的人権

として承認されていることです。

(* 8)食育

悶民一人一人が守慌をi且じた協全な食生活の実現，食文化の継承?健'*の酷i保が閑られるよう，自らの食について骨える潤

慣や食に関する峨々な知識と食を選択する判断力を柴しく身に1'1けるための学習等の取組をいいま寸。

一人一-人の取組

事業者の取組

{数値目標]

十旨

O 男女がともに，性に関するIEしい知識を持ち TCし、にヰヤCm.し合える

関係を築きましょう。

O 日頃から， lel分自身の健康に関心を持ら 1年に 1fr!li土健康診断を

受けましょう。

O 従業員の健燦づくりに努めましょう。

o H娠中や/:flfffi後の女性従業員の織成保持には i分な配慮をしましょ

つ。

機 指標設定11寺(H25) fl.f!MD'l (H29) 

女性のがんの標準化死亡
86，2% 減少

上ヒ (* 9) 

(* 9)標準化死亡比

rr，勢調交のデータを議にした全国の標準的な坪齢構成と比較して，各地域の 5{J附の死亡平(死亡数を人口で割った数宇)

の合計を計算した数f[~L

死亡串を地域別にみると，年自体構成の設があるため?高齢苛の多い地域では高く l 若年貯の多し、1111峨では{止くなる傾[ri刊、

ありま寸。標熊化死亡比l士l 全間平均を 100とし， 100以上の場合には死亡串が高いと， 100以下の場合には死亡率が低い

と'i'11開tさ止しま寸一。
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第2章 2 プランの内容

基本目標E

男女がともに積極的に社会活動や意思決定過程に参画し，多様な意見をいかしましょう。

- 現状と課題

立1女共存，j参両社会の災現のためには，男女がともに行政や戦場，地域なと、のあらゆる分野の活

動に参加することはもちろん，食倒や方針決定など首、思決定過艇の段昨年から参断し，ともに利

益を:!}~，受し，女イ下をt!!っていくことが滋要です。

しかし，女悼の政策・ )j宮|決定過程への参両状況は，佼!i{;irliの務議会等委員の女伎の主主ffFドを

凡ても平成 25年4}j1日fJUl令 35.4%で4年前と比較して 3.4ポイント，がiプラン策定時の 24.7%

とより|渋して 10.7ポイントと [)f/しているものの，平成 29年urまでの数値目燃で、ある 40%に迷し

ていないなど，まだイ分ではありません。

また， PTA活動や身近な地域活動等においては，実際の活動の多くを女性が担っている 方，

組織の長には児悦が就くという事1Y'Jが今なお多く見られます。市民の生活JL~盤である地域全i 会を

より l~lt !J、なものにするためには， 日常的なIi号i即日のtB.い手として男性の参加を促進するとともに，

地域の必、思決定1品総への女性の参両を拡大することが必主主です o

さらに， roの男女共jHj参附主主本日|殉i(第2次)では新たな取組を必要とする分野」として防

災(災桂子復興を含む)や地域おこし，まちづくり等の分野における男女共同参附の捻進が提げら

れています。その，+，で，料に女性の参両!Iが少ない防災の分野では，J1l:年の災'iÎHlí~lê11，1'の経験から，

男女のニーズの迷いに応じた防災(復興を含む)対策が求められており，防災計闘の策定や災dAl

復興分野への男女共同参Rliiの推進を|主|るとともに，地域防災の取組への女性の参院が一爪姿となっ

てし、ま寸『。

あらゆる分野で，多様な発想や1111i値観念し、かしていくことは， 131かなれ:会を形成していくため

の基盤をなすものであり，今後，従来女性が少なかった分野への新たな前線の場の拡大を|翠ると

ともに，従来男性が少なかった分野への男性の参酬を促進するII!UJlが必嬰です。

政策・方針の立案，決定過程の場等への男女共同参闘の推進

重点目標 地域社会への男女共同参画の推進

雇用の場における男女共同参闘の推進
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[ 重点目標4 政予定.一方針の立案，決定過程の場等への男女共同参画の推進j
政策.)J針のすf案，決定過42の場等へのJJ女共同参両は，男女が様々な分野で，ともに利従

を ~!)r受し，資任も分かち合う 513女共同参幽社会づくりの基盤をなすものです。特に，女性が長|

らの意識と能JJを治lめ千hJi)Jしていくことが求められており，女性の係々なチャレンジを支援し，

相会参加を推進していく必J夏があります。今後も T行が率先して政策等立案，決定過程の場へ

のJ.l女共同参i!IITを進め，市民の意見を幅広く反映させた相会づくりをほ|るとともに，人材育成

に努めます。

i藤衆議滋勝築制制緩態渇穫後場鮪分野側発?議後妻毒機械私ゐ;ミi
具体的施策の内谷 m当 t~

①務議会等への女担i m氏の意見を11、く f1'!燦し，社会づくりに反映させるため，審議会等

の参同lのfft進 委員への女性のま子}目を推進します。

.審議会等への友性の参附促進のJI9紅l 人線雌illi諜

.公募委殺の活用 関係各ii!!(

-米来づくり懇談会の開催 など 企両政策課

秘書}:l~

②新たな取*llを必要 労女のニーズや'r'l:j'とを施策に反映させるため，主Iiたな取組の分野と

とする分野へのタJ して，消防紡災，災害復興分野における男女共|訂j参聞を推進します。

ムゾ七1ft]参阻| .r女悼と防災J勾をテーγ に講演会を実施 危機45旦IUi!!(

-防災午?に kt'lの悦点を取り入れるため， 消防本ff[)総務線

「笠洲市IW災会議Jr笠岡市国民保線協議

会Jr'，主似!市IW :Kチーム j への女悦の1，~刑

の推進

.r消防団j への女性の-iHIJ

.i肖|坊部門への女性職員の採用

③ ffj 就職t?に刻する 1'1~1 ，県等関係機関と連携し，子育て，介護符でいったんイnllを中断

支援 した女性の同i克服等に関する研修機会の情報提供をf干し、ます。

.0吋)21世紀職業財団等関係機関からのm 人材E打[進it京

報提供

.両就職ZU~{jltì-~ ミナ一等研修会の↑点、阪提供

④人材f1ifn比 方針決定の場や地域活動等における女性の参|剖を打[逃するための研

{まや守主二月機会を提供します。

. 'fJ T: Jt IffJ参岡崎i1I!l市外:等との述燐及び1;5- 人後指i乱諜

動支J緩 11:: iJ}常現i政

-各種研修会，講座等の実施
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一人人の取総

[数値目標]

指

O 女性は，政策・方針決定過41lの場lこfi'[倒的に参l白lし 11頃感じて

いる考えなど意見を述べましょう。

o Iリーダーj は男性と決めつけないで，ふさわしい人を選び， 自力

しましょう。

O 男女共IifJ参阪を進める活動をしている間体に;fO!tJJj的に参加しましょ

フ。

O 男女共同参同IにI射する行事iや，統m代干には積械的に参加し，学んだ

ことをみんなに広めましょう。

税! 指標設定時(H25) f'l際和，tf(H29) 

審議会等委員に占める女性の桝

合 (4月 113現保)
35.4% 40.0% 
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[ 重点呂標5 地域社会への男女共同参画の推進

男女がともに知識や経験をし、かし，ボランティア活動や地域活動を男女がバランスよく行う

ことで地域の活性化を図り，やりがい， "toきがし、を見し、だしてもらえるよう支援します。

①まちづくりや地域|男友がともに地域社会に参iffiiすることのできる機会を促すととも

活動への男女共問!に，男女がバランスよく活動できるよう支援します。

参矧の推進 1.市民活動支援センターの運営 |協働のまちづくり線

② N P 0 (* 11)活動

やボランティア活

動の支媛

(* 10)忠縁型間体(志縁組織)

・まちづくりフォーラム，この指とまれ講!~ I生iJI学視線

の実胞

.公民館活動助成事業の実地

男女がともに参加でき平穏の成果や知識等がいかせるよう活動の

促進を図ります。

.ボランティア活動防体の述燐批進 |協働のまちづくり淑

.県ボランティア・ NPO活動支援センター|健康医療淡

との述携強化 地l或抵i担l:ilJl(

-志縁型間体(*10) 協働のまちづくり事業|長寿文t塁線

の実施 I "l:il1学視線

・各磁健康づくりを目的とするボランティ

ア同体の1if1叫1)'支援

・地域保健，禄i制の分野における“ささえあ

い"の仕組づくりやネットワークの般進

.託児ボランライア「たんぽぽj の活動支媛

NPO法人やボランティアl週休など特定の目標(殿境問題やj..'子化問題，高齢者福秘など)に向けて活動している同体a

(地縁組織}自治会や町内会のようにその地域に性;{]住民でiU織された!日体。)

( * 11) N P 0 (NonPl'ofit Organization) 

間内において rNPO法人J とは?特7主非自制lù~'動促進法 (NPOllü に法づき，法人格 (IW]人以外で権利や詰務の主体と

なり得るもの)を取得した I特定非営1'111舌1911}、人J0) 般的な総祢です。

峨々な分里子(甘i:'rM:，教育，文化，まちづくり，環境など)で討会的事械なニーズに応える抵嬰な役割を果たすことが期待さ

れています。
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一人一人のI虫剤1

事業者の l松高fl

{数値目標}

十日

0 行政の仕組やまちづくり等に関心を持ち，必i倒的に地域活動lこ参加

しましょう。

O 暮らしやすい地域づくりのため，様々な地域のIfi!tllJにおけるf)}f;cの

活動P'J若手について見直していきましょう。

O 従業員が，仕事だけでなく，地域活動などに参加しや寸いような職

場環境づくりに取り組みましょう。

勝: 指標設定m'i'(H25) 目線{前(H29)

1 {f.術!に市民活動文媛センター
35間体

60l'1H本がアドバイス・コ}ディネ』トを
(H24) 

行った市民活動間体数
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[ 重点目標6 雇用の場における男女 共 同 参 画 の 推 進

男女が，そのもっている能力や窓欲を|分発抑していきいきと働くことができるとともに，

男女が平等に働き続けられるような取組を支援します。

(機事長属議糊後繍繍i蒙養護義務機糊義挙制緩麟榊齢
具体的施策の内谷 担当課

①労働に関するl忍， 男女共同参阿に法づく傍/)きカについて，男女雇用機会均等法等の法

Yf~等からの法制度 制度について， IIi/， Y供等からの情報を事業所等へ)1~ く提供し周知iに

得の情報提供 努めます。

-悶，Vi¥， Olt) 21仰紀職業財問符からの資 j怒治:観光1日当 11果

料の両日:f~ 人機株進i1!ll

.企業等人権問題研究協議会符市内の事業

所への情報の提供

-研修会等の実施

②織t#}でのfJ1似的改 男女共1，，1参 [illjに息づく働き方ーについて，穣級的改j年十片{在の1&組を促

j京階段(ポジティ 進するため，国， !J止符からの情報会事業所等へ1よく悦イJtし周知をI主|

ブ・アクション) ります。

(* 12)をii件じるfこ eJ'司，県， (財)21 [11紀職業財矧符からの資 経済f@'!光1;1f十主総

めの情報艇供 料の配布 人権維進課

.研修会等の実施

③ rli織負について探 職員募集及び採用並びに1~;県職への登用に当たっては，男女の均等

別及び管理職への な機会と待遇の確保に勿めます。また，職員の能力開発に当たって

llJ日における!JJ友 l:上，保々な研修の機会を設けるとともに，公IfL公正な勤務評1111iを実

の均等な機会と 1~y. 焔することで人材育成を関ります。

巡の確保及び矧修 -勤務評価の実胸 職員i探

等の実施 eJI農民研修の充実

-女性職員の益月?の推進

(* 12)ポジフイプ・アクション (positiveaction) 

航機的改諮附院と訳され，tす。搬々 な分野において，活動に孝則する機会的男立問の絡濯を改品ーするため，必要な純四内に

おいて，男女のいずれか一方に対L，ri.~.if9JIニ参加する機会を倒倒的に舵供するものであり，個々の状況に応じて実施していく

もので寸。
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-~.人…人の取組

事業者の取高l

[数値目標]

指

O 女性も労相iも対等に{動くという意「識をもらましょう。

O 光災した働き)jをめざして，仕事q'qーに以lする知識や技術のrt.rJ:など

に努めましょう o

O 性))1)にかかわらず， r~r らの能力を高め，チャレンジする気持らをも

らましょう。

01磁場での昇進や舵[ぽ，会議へのtl¥川1;I;t:ど，性1)1)によら寸， 人一人、

の能力や意欲に主主づいて判断し，男女がともに活縦できるようにし

ましょう O

0 1職場における性別による防|定した役書1)5-1抑蛍識を見広し，i)} f，t:のそ

れぞれの能力がし、かされ，いきいきと働ける職場環境づくりに努め

ましょう。

o i)J f，t:履m機会均等法等の法律を遵守しましょう。

O 女性労働者の母性能燦管湾!に配l菌、しましょう。

七止 指標設):E1I!i(H25) )'I.I!'lHl配(H29)

市職員のtd'I''rii'JlI!峨(*)の割合 6.7% 20.0% 

* 町立行政相i訟の淑長相当職以 l

29 -
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第2章 2 プランの内容

基本目標班

多様な生き方を認め合い，男女がともに支え合い暮らせる環境をつくりましょう。

. 琉状と課題

少子高齢化，グローバノレ化の急速な進展とともに，人口減少H寺代を迎えて， i;ri)Jある社会を災

現するためには，値|人が様々な可能性を自ら選択でき，能力を最大限に発撚できる環境づくりが

求められています。

側人が充尖した人生をiきるためには，生lJJのそれぞれの段階でその状況に応じた選択により，

f仕事Iと r{:l事以外の生活lをうまく調和させることが必要です。しかし，現状では，長時間

労働等により地域活動や長Ic~評発の場lこ参加できないばかりか，心身が疲労する状況も兇られ，

家主Eや地域社会に対しでもその影響が及んでいます。

また，共働きtH汗??数が男性j十fililJき世術数を上限iるなど，男女の倒lき)Jが大きく変化しているに

もかかわらず，女悦が家事などの責任を十11.う場合が依然として多く，市AI熔) 1:1:¥政後も継続して働

いたり，同JiJt市¥liしたりすることが難しいのが現状です。

そこで，男女がともに自分らしい生きカを選択でき，あらゆる年代において，仕事と子育てや

介護などが阿立できる社会にするためには，働き)5の見夜しを合む I{utrと生活の調和I(ワーク・

ライブ・バランス)(*l:l) Jを推進する必要があります。

「仕事と生活の調不IIJを災現するためには，市， i'f'i氏，事業者がともに連携し， r性別による岡

定的な役割l分仰のWioiiわや「働き)Jの見直しJなど，社会全体の意識改革に取り組むことが必要

です。

また，ひとり組主主!怠で，経済的に厳しい状況にある保護者(特に火性)が，安定した生活が送

れるような支援や，許可齢竿「，際慌のある人及び外側人が，社会を十時成する一員として，意欲や能

力をし、かしてまらづくりに取り組むなど，社会参凶lの機会を拡大していく必要があります。

仕事と家庭生活，地域活動等の両立支援
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重点目標 7 仕事と家庭生活 ，地域活動等の両立支援 ) 

r{:ドドと生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)Jの理lW!に向けて情報提供を行うとともに，

{:t事と家庭qト二活，地I成活動等を阿立させ，者J恕する生きカが選択できるよう多様なライブスタ

イルに応じた支援に努めます O また，女性の負担が大きかった分野への男性の参加を促してい

きます o

[施策川事迭さ主演の調和ダアザザダブ

具体的施策の内容 担当課

① ftトly;と生活の協和 r {:UI¥と生活の調布I(ワーク・ライフ・パフンス)Jの後及のため情

(ワーク・ライフ・ 報提供を行います。

バランス)J に隠す -男女共!日1参同i情報紙の発行 人権捻道主総

る↑介WJ:佐官長 -事業所等への国，県等からの↑!ト限提供 経済観光活性11*

.間立支援セミナーや間立支援に関する企

業表彰の情報提供 なと

(* 13) ワーク・ライブ・バランス(仕事と生活の調和)

(人一人が「やりがし、などをもちながら，仕事上の貨任を果たす。Jという考え方です。働く人が蛍欲を持って働きながら，

tをかさを実感して暮ら仕るよう，多械な選択ができる剖会しっかり働き， ~~~かに暮らせ。担会j をめざすものc:'，これから

の相会の将来を考えるうえで或嬰なこととなっています。
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防議--議F義援徴き滋を務総l柑義援議務長j要議後業緩 滋怒l
」主体的施策のi村谷 似当課

①パートタイム等多機な 1'1'1， Yi!o等からの情報機供に努めます。

{励き方への文J愛

.111， W¥，ωJ) 21W紀I車業HiNI等からの情 経済観光1l"itU探

報提供 人材i抑illHi!I!

-研修会等の情搬舵1Jt

② 柔軟な11Ylき方が可能な 育児・介護休業法に基づく， 11寺 1'liJ外労働の制限や勤務H、j 院のi~iI

職場環境づくりの支援 総などのijl1j'u支援の周知lに苦手めます。

また， [~jî .ll"支援制Jムを利用し I守児・介護をしながらも正規職

民として傍uき続けることのできる職場居者境づくりを促進するた

めの情報提供に努めま寸。

.P山l立支援に関寸る企業表彰mlJi立の情報提供 経済観光活性誌*

-育児，介護休業制度に関寸る情報の提供 人総推進課

.両立支援 kミブ一等研修会の情搬提供

.JlTIJlJ環境の3鮒i14宇に関する情報の提供

③ iliにおける取組の推進 企業等の機能となるよう，育児・介後休業制度の利則を促進す

るためのぬtlJtづくりに取り品flみます。また， J隊員が家j怠で過ご

すIItHH'Jを閥JJrIさせるため，時間外勤務の紛減を|濁ります。

-育児・介波休業制度利用促進のための取組 Jriik員ii!l!

.1時間l外勤務縮減を可能とする環境づくり 各i果
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①多様な保育サービス I{利益者の仕事の状況等による保育需要に対する多機な保育サービ

の挺{共 スの傑供に勿めます。

・延長保育，判=定保育， 州育，病児病後1+脊て支援総

児1*育，休日保育の実施

②放il!f，l後児援健全育成|地域社会の中で心iE5かで健やかに脊まれる環境づくりを進めるた

事業等の充実，殺備[め，保護者がH:~許等で昼間家隠にいない児2誌などを対象に，安全・

安心な股場所を設けて，学習，生活，文化活動や地峡との交流等

を実施します。また， I峰がいのある子どものためのい中の玖かり，

見守り匂ーの事業を行います。

ei皮課後児ほクラブの光'尖，整備

・政課後子ども教窓の光災j 整備

.日中 nキ支援事業

子育て支援総

生泌さ戸WNH*

地)j占有ii告l線

③地域T育て支援拠点|概ね3綴米出lの児殺とその保護者を対象に判111の交流を行う場所

事業の光)ミ を開設し，子育てについての相談，情報提供及び助言を千Iうこと

で，地域の子育て機能の充実を矧ります。

・地域子育て支援拠点事業の実焔 |子育て支援総

④育児と仕事，地域活|子育てを地域で相引こ支援する活動の胤知と充実を図ります。

動等の附立を支援す|・ブアミトザポートセンクーの附1と事業|子育て支援総

るファミリーサボー| の光災

トセンター(*[，l)の

周知と事業の充jf:

⑤子育てに関する相談|子符てに点、l する不安や悩みのjfJ{Í' h~j を区|るため，相談体制lの充実を

体制のプe'#; 医|ります。

-保健nili家恋日mmによる育児支援

・各様相談業務の充実

・要保護』Ztdへの士、1，;と;のj己実

・教育支援 kンター「ほっとふれんすJによる

不主主校傾向にある児託生徒の通主主支援
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⑥子脊てに関する情報 社会全体での二子脊て支援，家族で関わる子育て等に関寸『る施策の

提供等の充実 推進及びWIIUto.等の開催をf干し、情報提供に努めます。特に，今まで

女性に偏りがらだった子育てに男性の参加を促していきます。ま

た，子育てlドの保護者が研修J 11持i盗~~に参加l しやすいよう環境整

仏首に努めま寸占。

.子育てゼミナーノレの開催 子育て支援器具

-幼児学級の開催 さl二社TI~j~~ 1~J }lW: 

."タニティ教窓の開催 人権推進記長

.w前誠周Eの3信組i 関係各æ~

-次I1tit育成支援行動計画の挑進

-各組消肱符のìH~Y-ìとiI制度のflj JlJ促進

①介護保険制度 介縫サーピスの情報挺供と主主盤終備を関り，介護の負担が家族，判

(* 15) の静及及び|に女性lこ集中しないよう努めます。

情報提供 |・介護保険制度の附長寿文援奴

②主主政等の介護技術|家族への介護技術に対する支援については，側々の対象者の状況に

に自制する支援 あった方法をケアマネージャーを過して行います。認知i症に限lして

は，家族主宰を対象に認知広介談研修センターで介波誠育会を開催し

ます。また，キャラパン・メイ卜(*16) により地域や事業所で認知

症サボーター養成講肢を実施していきます。特に，女性に偏りがち

だった介殺に関して，男性の参加を促していきます。

・介護技術研修会の実焔 |長寿文媛器具

(* 14) ファミソーりポートセンター

忽な{l::'jrや子どもの病気など，家庭ベJ既存の保育施設では此、じきれない保育ニーズに対応寸るため，地域において育児を応

媛したい人と応緩して欲しい人によって構成される相談援助活動を行う会員組織。アドバイザーが市腕1..-.会員同士引き合わ

せを行ってし、ま寸。

(ホ 15)介護保険制度

介護の問題にこたえるため，高齢者が介護を製する状態になっても自立したj?iifiができるよう向齢者の介護を佐会全体で支

えるf:I組として介護保険制度が創設され，平成 12年度にスタートしました。被保険者は40級以上の人で，望書介波状態，又

はそのおそれがある状態になった場合，在宅，施設の附面!にわたって必嬰な介護ザーピスが提供されま寸。

(40歳-64織の人は苦化に起悶可。疾病がjJR附の場合)
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(* 16)キγラパン・メイト

正E、知i症の人とその家族への止、援者となる認知山iりポーターを養成する「認知市lリポークー養成:JI'JtJ:聖子JU)日前 i役。キャラパン・

メイ卜になるためにはi 都道府県， dil町村，:1:悶的な職域[司体等が実胞主体となる「キャラパン・メイト養成研修j を受講L

主主鍬する必要がありますο

{数値目標}

指 kl: 十旨tfi設定H寺 (H25) 問機倣 (H29)

R・心して子どもを泣み一向てられ 30.7% 

(H24) 
40.0% 

ると感じている市民の制合

ファミリ _..vボートセンター会
910人

員数
1000人

特別保育延べ実施筒m数

延長保育 8f，mm 10筒所

休 11保脊 1 nRi所 21笥所

約児・病後日己保育 2街所 3笹iFYi

11年保育 1筒m 3筒F!Ii

敗目*後兇挺クラブ設位数 16 ~到 F!IT 1H引所

fli制民(男性)の育児休業取得率 0%  10.0% 

障壁盗塁整騨精榊後援;参議員き援護隣耕養護糊義援 1 お
具体的施策の内縁 相当iiJfi

①介護予防に|泌する l也崎~/l'.l術支援センター<*17)とJ.ili携しながら，長si診結果をもとに，

↑古字削是供 J ~:IW}Eø.常 生活習慣病予防や~)j齢者の綴板的な健康づくりのえまi税務発を行い，

の実施 男女ともに自立した生活がおくれるよう支援します。

.特定保健指羽iC(65歳-74歳の凶保被保険者) 健})If医療j深

及び健診後保健指』誌の実!庖

.へノレy、アップ推進会と愛 14T委員協議会との協働

による士山市'1100人体操の実施

-栄養改務協議会によるすこやか料JJj[教設のJ主総J

.いきいきリ-r:lン，老人クラブ等へのtUNi議In~
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②高齢者や陣がいの rrili齢者が，男1どともにむ;徴:や能力，多機な経験をいかして社会活

ある人の社会参加 illiJに参加し，地域社会の判い手として活断lし，生きがい，やりがい

など生きがい対策 を li.L~ じられるような生き方ができるよう支援します。また， [1章治旬、

:fJf!}長のffti1t のある人の社会参均l起進を関ります。

.シノレバー人材センターへの支援及び利用促進の 地域福祉ii果

ための府知l 長寿支援立*

.老人クラブへの活動支援

-相会参加i促進事業の実施

-井 2Z地l成町f占者 I~I 立支援協議会の推進

.健J;)t福祉まつりの開催

③相談体Hil[の充実 附がいのある人や，家族等に対し， I~]ft~þ;: 知'iitl サービス等の利)fJ に Ii'iJ

け，相談支援事業者とJilit}~; し相談体制の充:Jミを院i ります。また，品i

齢者会の総合相談窓口である地域包f~支媛センターを仁1]心に，高齢者

が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう，介談保険、Ij-

ービスの利mや絡手Ij擁護事業等の手IJJIJに向け関係機関と連携し相談

体出IJの充実をl刻ります。

eJ也J或包+1i文媛センターの光4よ 地域福相1:線

.附'占者相談支t笈事業の委託 長寿支後日深

-いじめ・虐待・ DV̂;$相談実務者Ir内ネットワ 人徐被進ll!ll

ークの泊JH 関係各線

④ r'idJ t齢者や院まがいの 公共施設等のユニバーサルデザイン(*18)化を峨進し，安心して生

ある人等みんなが li'iできる環境の殺備に努めます。

安心して暮らせる .公共施設へのスロープ，手すり，多目的トイレ 都市首|陶器具

まちづくりの維進 の設置など 関係各部R

①ひとり親家庭に対|ひとり殺家法の生活の安定と自 lEfこ向け，専 {:Eの相談i去を r:~èffill:し，

する自主等の支援 IJ;比')5'支援，生活支援，子育て支援，相談業務などを実施します。

-相談業務の充Fλ .-T~ fÍìて文援五*

.ハ口ーワークとのiilifji;

er品子議:焔福祉資金貸付 ililll立の受付
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(ド 17)地域包tlIi支援センター

地域で暮ら~-~~，~齢者を総合的に支えていくための拠点として l 保健・福制・介議等の様々な iIùの専門臓の知識をいかして，

住Jバ貫れた地，-(了自立した生活が縦続できるよう支般を行うところ。

(* 18)ユェパーザノレデりイン (UD) 

「すべての人のためのデザインIという怠味で， 198日今代にアメリカの口ナノレド・メイス帥士等が提唱した考え。特定の人

速のハワア(郁容j 隙Y&，l'二:使等)をJJj(り除く「パリアフリーj の考えをさらに;j!jめ，年令，十以引J，問調f.側人的能力にかか

わらず，最初から，できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。その対象は都市総設や製品などから教育，

文化， リーピスなr多岐にわたっています。

人一人の取組

事業者の i供品目

O 多械な生き方を認め合いましょう。

O 家事，脊児，介護など家庭のことは，家政みんなが協力し合ってれ

し、ましょう。

O 職場には，育児や介護のための休業制度があります。男性もこれら

の制度を活用しましょう。

O 託児措Ij皮を平IJJTjして，綴極的lこ"昨腿等に参加しましょう。

O 男女がともにゆとりをもって働き，仕事と家庭生活，地域活動等が

同iil:した生活ができるよう，就業環境の被保jを進めましょう。

O 育児，介後休業fljlj度等について従業員に周知し， ililj皮を手Ij汀lしやす

い職場以境づくりに努めましょう。

O 多傑な就業形態のあり J)ーについて考えてみましょう。
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① f[住外国人への |多文化共生(*19)のまちづくりをめざし，在住外国人への隙々な情

桜花々な情報の提供 |報提供など暮らしやすい環成の数備に努めます。

.外閑人への言訴生活支媛事業の実施(日|酬のまちづくり線

*li1う消隙)

② 在住外伝|人への+111[主|際交流協会を中心に外1'E1人が生活しそhハ、環境づくりに苦手め，各

談業務の充jJミ |滅相談に応じます。

.外|羽人への言語・生活支援事業の実胞 |協動のまちづくり線

③院i際耳目向車を深める 11窓際交流協会や市民との協働によって，外悶人及び外援|人を受け入

ための活動のmiJli 1れる市民としての悶|際感覚が主主われるよう支援します。また，多文

化共生についての煤解及び国際社会における男女共1<71参剛被進の

取Mlについて情報提供等に労めます。

(* 19)多文化共当

-地球市民講座，作税務学講J{Kて?の実脳

.I~I正Î !i4i悶際交流ヴィラ illi'~~'の文媛

・友好保二F却¥il;等との交流の推進

・93 女共同参削に f~J寸る III際的情報の収集，

提供

協側jのまちづくり記長

人機推進il虫

問1mや言;m，文化など異なる集聞に属する人々がお耳いの文化的違いを絡め，対等な関係を築きながらともに生きていく

全t会のことで')-0

ー人一人のllj(kfl

事業者の ~X 制 l

O 身近に*'~らすタト悶人の文化を特 1;t(し，地域の---^負として，

協力し合いましょう。

o tl!:界の後々なl翠守;における男女平等に関する状況を央11り， 1到|祭

I~内な男女のあり方について考えてみましょう。

O 職場内において，外伝|人が働きやすいよう，外関官官表示を雑巡

するなど，職場傑境づくりに努めましょう。
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議 3護霊

プランの般選体機
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第3章 プランの推進体制

務j

(1) 笠岡市男女共[日i参隊十H進委員会の設10~

男女共IF，]参両社会の'火現に[l'i]けて， ili氏，事業主f，千l‘識者等による，男女共同参削

雌 ìlli委員会を絞霞し，意見をlITß~きながら，より効果的な推進に労めます。

( 2) 労女共|間参附判Ui!ーについての職員のな;織の肉揚

男女共|計l参倒の推進はあらゆる分野に関係していることから，職員を対象に，研修

や情、阪総供%~を行い，男女共Iff]参聞についての訟織のIdlj揚に努めます。

(3) J)}女共Irf]参l'町推進についてのJ'i内組織の充実

男女共|司参出Iiに関する施策を総合的，効果的に惟illiするため，庁内の述携を強化し，

般進体Hil]を充実させ，具体的に取り高 lみます。

(4) 市民・事業者との連携，協力

男女共同参綱相会の~~見には，行政の取組だけでなく， r!i氏・事業者の主体的な敗組が

不可欠です。そのため，男女共同参院[の雌進に自主的に取り組み，llil!iJJを行っている市民

(団体・グノレープ等)への支援をするとともに， ，r-i民・事業者と協俄で!fJ:9;共同参画Iの打i

illiを図ります。

( 5) I認， JJf!'~~ーとのiiE8t

IIJ， Yi¥て?と連携し，協力しながら，男女共同参凶iの5<}J5私的な維illiに努めます。
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し男女共同参画証扇面成の促進に関する庁内推孟誌面

市 長

" 

， 

笠岡市男女共間参爾推進条例 笠岡市男女共陪参磁推進委員会

同 大市長が委嘱する 15人以内をもって

第 3次かさおかウィズプラン Y 7 kul織する委員会

V 女児女共i行i参iilli1ji吹を効果的lこflHlli

男女共同参両行政推進会議 するための委員会

tr男女共同参削行政を総合的，効果的に A 
推進するための庁内組織

大男女共|訂|参凶行政に|刻寸る}jiJi策の連絡

制終及び1iJ8i?i1王研究を行う。

¥7 女各1m長・主務課長で榊成し，会長の命

を受けたTj;:rtiを協議寸る。 |んム 事務局(人権推進諜)

会ik 前Jrl'n走 1"" 

(人株施策般illiチームをもって充てる) 公男女共|百i参断行政に関する施策の托f;進

公男女共|訂|参i山l行政を推進する担当窓口

公男女共|日j参断行政施策の総合的金附・

1üI時披及び百 I-umの :ag;fÏ" 1~;阪を行う。

会議議会常の綴4極的改72十H{f~fJ~に係る審資
戸 A 会(男女共同参rm行政封{進会議メンバ

ーのうわ 8 1'，でWil決。総十円tfl~長ー副市長)

J 
ど戸

笠陥]ifi兇女共同参画推進センター

T 7 

¥i V 
人権・男女共同参削般巡業務相当職ぬ 各11*

女各線からsillt'，された職員て 大男』じtlH]参iilii行政にI射する施策のJ1s進

女各it見!における「第3次かさおかウィズプランj

のillif了後'燦
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議
認
調
b
g
a

湯
冷 繍

大プラン数値目標

大平成 24年度男女共間参画iに関する笠岡市市民意識調査結来概要

大笠岡市男女共同参両[推進条例

大配偶者からの暴力の防止及び被答者の保護等に関する法律

カストーカ一行為等の規制等に関する法律

大関連施設連絡先

Rや f議 や 争 b詩 場 や (0 義一子中 3

-45・



プ ラン数値目標

義本目標 I

指 主主 指標設定11;'[ (H25) f~l t~l{値 (H29)

r !i'}は仕事，女は家庭Jとし、 男性 61.8% 
男性 70.0% 

う性自iJで役割lを悶定する考 女性 64.6% 
女性 70.0% 

え方に|百Ifil.~しない人の割合 (H24) 

地域や職場で男女が対等に
39.6% 

j百~'1[できているとJ，ß~ じる rlT 50.0% 
(H24) 

民の11;'11合

配偶者等から， 度でもお止力 男十 9.7% 

を受:けたことがある人の書11 女性 18.9% fH絶をめざす

17 (H24) 

。vl"卒に関する公1'19相談機

民lの認知i皮(笠岡1'1，'!i'J t:.共!日l 13.9% 
40.0% 

参向i判L進センターを知って (H24) 

いる人の者11合)

女性のがんの糠準化死亡比
86.2% 減 少

(* ) 

笠li7rJfli y'Jムー共同参削除進セ

ンターが~}tlÍÍする j前E講燦
162人 240人

等への参加者数(l年間!の延

ベ人数)

~~t;: 附rIi男女共 11踏ま Ulíí撤退fjセ

ンターが実施する終発ffiYtHド
19.8% 20.0% 

等への男性の参加者数の書11

1 "仁合、I 

(*)問勢調資のデータを』止にした全閣の標準的な年出榊成と比般して，各地域の 51，f間!の死亡率(死亡数を人口で訓

った数字)の合計を計算した数制。

J[亡率宮地hj¥叩jにみると， 'H1011i成の差があるため，高齢者の多い地域ではi自iく，ま!f咋者の多い地域では低くな

る傾向があります。際?阿ヒ死亡比は，全悶平均をlOOとし， 100以一二の場合には死亡率が;FIIいと， 100以 Fの場合

には死亡率がfほし、とド11断されます。
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基本目標E

JR 主主 十日係設定時 (H25) 目標値 (H29)

議議会等委員に占める女性
35.4% 40.0% 

の~lf.IJ合 (4J]llV見1'E)

市職員のj;('r'l: 1A;耳目減の割合
6.7% 20.0% 

(*l 

1年IIiJにfIl氏活動支援セン

ターがアド、パイス・コーディ 35団体
60団体

ネートをfJった市民活動図 (H24) 

体数

C*) 般行政臓の課長相当職以上

基本自様盟

十旨 主主 指械設定lIiJ' (H25) 1'1+型仮[(H29) 

ファミリーサポートセンター

会員数
910人 1000人

放課後児蛍クラブ設総数 16箇所 17箇所

il'i職員 (J)終)の育児休業取
0% 10.0% 

御率

安心して子どもを産み育て
30.7% 

られると感じている市民の 40.0% 
(H24) 

書l陥

特別保育延べ実施~司会文

延長保育 8 箇所 10 筒所

休日保育 1 箇所 2 箇所

;丙児・病後児保手? 2 笛所 3 街所

ム|時保fT 1 箇所 3 箇所
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平成 24年度

男女共同参画に関する

笠岡市市民意識調査結果概要
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調査の概要じ
1 調査の内容

下紀の(l)~

[ I却資41131

(1) fiJJ は仕事，女は家庭Jという考えをどう思いますか。

( 2 )各分野における男女の地位 <全体>

Cl)地域社会のt:r'での男友平等について

( 4 )家庭の中での男女平等について

( 5 )験場の中での男女平等について

( 6 )学校，教育の'1'での男女平等について

(7)配偶者等級しい関係にある人から暴力を受けたことがありますか

( 8 )暴力について県内の次の公的相談機関を知っていま寸か

( 9 )暴力をなくすためには仰が必要だと思いますか

( 10) 男女共同参両社会実現のために今後行政がどんなことに力をいれていくべきだと

思いますか

の頃目について質問を設定しました。)
 

ハ
リI

 
(
 

2 調査の対象者

()正司Lド1: 5f乙JjJG24イド 7月 1 1'1現イE)18歳以 kの市民から 3，000人を無作為tltllU

8 調査の方法

定期間後に郵便でアンケート側資紫とi!R{~ì m 1，j itiiを配布し，本人が!日|答を記入の1:，

i!R送していただく方法(郵便アンケー卜法)により尖、施しました。

4 調査の実施期間

(金)~平fiJと24{F 8月，3fCl (金)

5 調査の回答数

平日比 24年 7月 13 [:r 

州社i数 千lダIJliiJ答数 千1ダUITII符:ネ

3，000人 1，228人 40.9% 
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6 調査結果ぬ留意事項

比率(1)紡*は T~í分本で表示しました。 r~í分本は小数点第 2{立を削除11:入したため，

の合計が 100%と一致しない場合があります。

( 2 ) 在日の人を対象とする質問では，質1m該当者数を分I珪にして算出しました。

(ill後数回答の F1'分本の合計は， 100%を超えます。

( 4 )二道IEI符や宇IJ，涜不能の|回答などは，無i豆|半年に合めていま寸。

( 5) iV日ftti結果の概要の文革中指弧内は， i1iJli1l (平成 20{I'.皮)の数値です。

タ 回答者の基本属性

男性が 41.5%，女性が 56.8%の問答となっている O 年i愉日1)の回答者数の割合は， 60代

が 25.3% と rl~l!j く，次に 70 代以上 19.8% となっている。

① Eil答者の位日1)

ヲ
'ー盟

国
悶
附
劇
劇
劇
齢
制
官
民
守

閉
山無

単位%

女性 56.8

問答者の年齢

単位%

-51・

② 



E 調査結果の概要 l 
※ ~r会J.l!J(己 Jとる闘定的役割分抱;意識

(1) 「男は仕事， 女は家庭」 という考えをどう思いますか。

[単数回答:N = 1，269] 
r !ljは仕事，女は家庭j という mil定化したド't)JIJ役割分相について， 全体では附感しないJ

11向感しなしリの割合のIEI答が 63.0% (58.9%)， r同感する j の回答が 12.0'){，(13.7%) で，

はI判加， r 1百JJ，越する Jのi則合は減少している。

性別でみると，女性では「同感しなしリの IE.H~撃が 64.6% (61.3%)となっており， !lH1: 61.8% 

(56.2%) を 2.8ポイント上回っている。

t'l:・作曲昔日IJでみると， r 1ft]感しなし、 J の意織の 7~が最も大きいのは 10 代で， 9J性 50.0%

(66.7%) に比べ友悦 76.2% (64.3%)で女性の1'11答が 26.2ポイント向くなっている。また，

f同感する j と回答した人が最も多かったのは 70代以 t男性 20.6% (20.1%)で， 70代以 l

女性 14.8% (22.6%) に比べ 5.8ポイント向くなっている。

ヲ¥")'主

'(". 1~1' 

二仁仲 (H~")

川町1(1-1."<')

n %  

〈開針金〉

'0代|

20代 L

.3<コ{処

40(‘ 

(o，o(-叱

60代

7QP.三 J~J.. _.L

，'0，予

。% 1.凹{， 20% 3偶 4附 3蛸

-< "Jz:1'..ì:-~ 

10  代

:;~O(ヤ

aor巳

40(-\~ 

ら ι，n:

E:10(-¥'; 

'/0(-'以上

。% 1附 λ0%  .30% 40% ~;.O% 

.52. 

(-;()弘、 '?O~~， 府民間

G偶 70% 8 0 %  9 0 %  

6酬の 70% 80% 巴附。

"(00% 

7 

1叩%

。。

。。

， 

2α"。

幽 l叫川賞一，る
口 1"~I! t'7，， 1 川い

ロ(~1> t:>力、内川い

山脈1，<¥1持

闘再】f柿 Yる

ロI司f訪しはl、
口打力、 ':~t;_，い

口夫氏問議

臨開閉する

口問~，t.~)";iL 、

回わか、らr川、

日班回r0



※ 各分野における男女の地位

( 2 )各分野における男女の地位 <全体>[単数回答 N=1，269) 

地域社会，年校・教育など 4分野にわたり，男女平等についての意織を調合ーした。全体の平

等J誌をみると平等」と IEI答している人は全体的にriii1日|に比べ多くなっており学校・教育

のヰIでJr家庭の中で j で 4(1;11を)1担えているが地域社会の'1'でJr職場の中で iではが'J3制

にとどまっている。

また児問優遇j と[P!1存している人も全体的に前1"，1に比べ多くなっておりキ・校・教育の

中でJ を|除く分野では 3詩'1を)1翠え r女性優遇j の[ff1~字はどの分野においても 1 WIJに満たない

結果となっている。このことから，現実の生活や仕事において，まだ慣73やしきたりなどにと

らわれ役割を測定している傾向があると考えられる。

地i説社会の中で

学校・教宵の中で 殴男性が優遇

ロ平等

ロ女性が優遇

職場の中で 30.5 
国わからない

口蕪回答

家庭の中で

0% 20% 40% 80% 100% 

.53. 



( 3 )地域社会の中での男女平等について[単数回答:N = 1，269] 

全体でみると「男性優遇 iのI回答が 37.7%(3l.2%)， r平等j の回答が 30.3%(25.9%) と

なっている。

性別でみると「男性優遇jのliil終:は，男担l'27.2% (26.6%)に対し女性 46.2%(35.5%)で，

男性に比べ女性の回答が 19.0ポイント高く，「Eドqtr:Jの回答は，男性 40.3% (35.9%) に対し

女性 22.9% (18.0%) で， 93性に比べ女性の|日|答が 17.4ポイント低くなっているの

悦・句代目IJで「男性優遇Jの主主織の羨が絞も大きいのは 40代で，gj怜 30.0% (27.0%) に

対し女位 59.6% (46.1%) となっており，労相}に比べ女性の回答が 29.6ポイント向くなって

いる。また， r ~r!: qtr: Jと回答した人が最も多かったのは 70代以上9.H't52.6% (38.1%)で， 70 

代以i女性 25.8% (22.0%) に比べ 26.8ポイント向くなっている。

Sそf*

男性

T:l生

回 9弓f生カえ偲竪i遇

口 平 等

国主， j生カ叶侵k~

6;1っ力、''oノ，よし、
口舟決@)~

0 %  10%  20ラ(， 30%  40%  50ラ 60% 70%  80写会 90%  100多色

<: '~1'望書" :>-

1 C){.\:.~ 

~，，~o:.-) (¥:.'; 

」三日コ f"¥'.

E早口(-¥'; l盟

f古 0(-に

ピ，仁)(-¥:.'; 

"コ f'~:.l.，;J，. .-'ニ

〈古'm，:>
1 Of'\~. 

20H.'; 

~~O(~. 

4 口(-¥'.

50(-"'" 

<30 (や

γo  (-I::.l':J. J~ 

二"語、4 E 

31eo?~ー--..JI 

コ事O:'O

、33;6

J みr

w 九 200/" :30叫

:10%  20%  .30%  

日 0.0

之 7.6

，¥1-.7 

3日 .5

<~O'N， '..0叫

~ギli1ì:: X50 '-~'t.;~，;，~，~' 'èt;議~

断Z首長ii 市 ?Wi~i二i71i
回目恒;~'t~th 、 f:'l'l': i愚

口 市 耳

1喪主0，0.書事ザ1号壬去Of3j'.26.7'-主主:ろ，Q/iH11..-， 回，(~ t~t /)'. f.号車':."唱

60ヲ"

c.フ h崎町，/;，j.l戸、

ド部三泌総~一一凹帯ト!何二3i ~ 

院正法$Þ'~' ""'''''.''1 

ア0% 80ヲずI 9出 色 100% 

。。

0.0 

。。
回応時明主力元将軍号、o!l:

口 SF.時

7 mI治て-r':l'.h、僚経'i!!i
回りb、ら，，~;; I、

2.9 亡ヲカ釈ITil'.3?'

50'3'f， G09- f . ア00/" UOo/" 官00同

. 54回



(4 )家庭の中で男女平等等について[単数回答:N = 1，269] 

全体でみると rlIJ 1'1優遇j のi邸宅ギが 33.0%(3l.6%)， r平等」のi亘|絡が 44.3%(34.7%) と

なっている ο

刊日iIでみると「男性俊遇jのi回答が，史H'I， 22.6% (22.7%)に対し女伯 40.9%(39.0%)で，

男性に比べ女性の!iiI体が 18.3ポイント前3く平等 jのlill~事:は，男性 52.1% (44.8%)に対し

女性 38.8% (27.2%) で，男性に比べ女性のIITI答が 13.3ポイント低くなっている。

担i二・ ~qゴ代月IJ で「男性優遇j の怠織のjやが最も大きいのは 30 代で，男性 13.8% (24.2%) 

に対して女悦 42.3% (39.2%) となっており，男性に比べ:td'tの回答が 28.5ポイント治:

くなっている。また r'fL等j の怠織の殺が最も大きいのは 70代以 tで，男性 57.7%

(46.8%) に対して女性 32.9% (3l.4%) となっており，男性に比べ女性の!日|答 24.8ポ

イント低くなっている。

三d:iに

9写f生

~'t生

国 E尽4主力ミ旬七三塁

口 平 等

回5<:1注力叶静iffi

田市〉からなt、
口寿署長@]宅"

0%  1.0時 200/0 30% 400/0 50% 6(Y>A， 700/0 80%  90%  1.仁田%

〈里性〉

1 O(.~と

代露日間
30(-{.~ I'Dl.ia-."s 

40(-そ

50('ーで

60(て

7 0代1払上

く女性〉

"10(処

20 f"\~ 

30(-そ

4くコ千々:

買う0('一気、

60('~こ

7 0f"'<::以上

2g~-3 

I!!psio 

0%  10ラ.

55酔3

51‘7 

48.3 

;~ l 
50‘5 

20% 30% 40% 50% 60% 

0%  10% 20ラ1， 30% 40% 50% 60% 

同 55同

之 β唇雲譲霊 2-6.3.言語雲霧L2.6

阪戸惑E86Liτ1 回開性力、{膏iI":5

(6.7 il'i'謹 15.0霊童I1-7 
日平等

園女性がf膏 i愚

十 0.3窪 10時1109 日 b かっ
1aい

/，  ........./~顎 2 / 口斑{豆l寄

ア0% 80% 909-も 1.00')色

0.0 

古書 0.0

0.0 回男性が慣遇

口 平 帯

明女性力、{費遇

1.9 
国土〉力、らf亡iL、

口冊目l笹

70% 80% 90% 100哩4



( 5 )職場の中での男女平等について[単数回答 N=1，269] 

全体でみると r9J似優遇j のliil絡が 37.4%(32.3%)， r平等 j の回答:が 30.5%(22.8%) と

なっている。

性別でみると「児性俊i也Jの回答が.9'j悦 33.5%(28.6%)に点、jし女性 40.6%(35.7%)で，

男性に比べ女併の問符が 7.1ポイン卜おく， r Slf..1.~~ Jの阪|絡は， 93刊 37.3% (29.8%) に対し

女性 25.7% (17.8%) で，労相tに比べ女性の間務が 11.6ポイント低くなっているの

-['1， • {I代目I[で「男性俊JmJの意識のif!:が最も大きいのは 50代で，児性 34.6% (22.6%) 

に対して女性 52.4% (42.1%) となっており，男性に比べ女性のIiil答が 17.8ポイント I向

くなっている。また， r iド等 j の語、織のjK'iが最も大きいのは 60代で，男 i性 38.0%(24.6%) 

に対して女性 21.3% (16.4%)となっており，男性に比べ女性の回答:が 16.7ポイント低

くなっている。

全体

間性

三宅't1:

〈三 9ちT生三歩

10fで

20 f"~ミ

30('¥:': 

"'に)(.¥そt 

5口f"¥:忙
、

60f-¥:': 

ツO(.~ミιuニ

〈診て4性〉

10fそ:

20('~と

30("そこ

40('で:

50f-ぞ:

60(-~ご

7 0f"'t.ιλt 

i一

0%  10"'/0 200/0 30"/0 40"4 50<'/0 60"/0 70%  80今~ 90"/0 :1仁田%

0%  :10%  2:0%  30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0%  1.0%  20ら{， 30% 40% 50今6 60% 70'>色 80% 90% 1.00'}色

守 56. 

国間性力、慣週

日 平 等

目立性が慢沼

田わ力、'?ペよし、

口輔回答

国男性力、{普通

口-'1Z毎!j:.

園女性力、慨週

日才つ力、も/';，;.し、

o先取@]:&

回国性が慢遇

口 平 等

国 R't主力叶習をi種

目わ力、ら"よし、

口先{I;:@1o苔



( 6 )学校，教育の中での男女平等について[単数回答 N=1，269] 

全体でみると r!)j性能J1ljJの問符が 9.5%(7.7%)，また， r 平等 j の巨j~ーは 47.4% (40.1%) 

とう)-lli)'矧jでは最も医iくなっているの

れiゆjでみると r')j位優遇j の問答が，男性 6.1%(5.8%)に虫、lし女位 12.2%(9.2%)で，

9]性に比べ友性の1m答が 6.1ポイント向く， r'l乙等j の問答;は，男性 52.9%(45.2%)に虫、lし

:[;d't 43.7% (36.3%)で， !)Jt!Iに比べk性の凶答が 9.2ポイント低くなっている。

性・年代目11では「男性fj¥¥J1lj Jとl回答した人が最も多かったのは 50代:[;(""I't，17.1% (1l.7%) 

で， 50代民lt'l，7.5% (l.7%)に比べ 9.6ポイント向くなっている o rSF 等 j の JEZ 織の主，，~，大き

いのは 70代以 kで， IJH1 49.5% (36.0%)に対し女間 3l.6%(24.5%) となっており，男性

に比べ女性の巨!1容が 17.9ポイント{氏くなっている。

全体

開 fさ主

まどす生

ι一一一一一--'

回里性が慢遇

口 平 等

国三<1ド上力、 fきを~

EJ :1っか、'コI';Jし、
口寿司I;:@]苔
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。。
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o王手2年

国主:r:'t生力吋務.，m，
E請すっ力、'?;'~よし、

o カ黒区芝】径~

0.0 阻興す生カ吋焚主F:!J

1曲目

ロ平等

5ヨ?とてが宇治、何時y沼

εヨ子コ力、 ι?/~.f し、

口先尽庄D*



※ 配偶者等からの暴カlこういで

(7) 「配偶者等親しい関係にある人から暴力を受けたことがありますか。 j

{単数回答:N = 1，269] 
配偶者等級しい関係にある人から受けた暴力に対して，全体では「まったくなし汁の回答が

78.8% (76.4%)で最も多く日割近くとなっている。しかし，暴力を受けたことが「何皮もあ

2&ある j のliil答の合iHは 14.9%で，前回の 11.6%に比べ 3.3ポイント ii'司くなってr 1 ， るj

いる o

I'l引lでは，女間で若手力を受けたことが rM皮もある Jr l， 2皮ある jのl読谷:の合計は 18.9%

で 2;t;11 JL[くとなっており f1ii聞の 15.3%に比べ 3.6ポイント向くなっている。また， 9H'tーで

省主力を受けたことが「何度もある Jr1， 21宣ある j の回答の合計は 9.7%で，自Ij[，，]の 6.8%に

比べ 2.9ポイント ihiくなっている。

I't .年代目IJで暴力を受けたことが

も多かったのは 40代女性 24.7%で，

隅加!となっている o

全体

9? 'l~.t 

三zt生

0 %  

〈男性〉

1口代

30(寸

40("¥;; 

50('~と

60f犬、

701-1.と"-"ーと J1 

又0% 40% 

r {iす皮もある Jr1， 21支ある j とIITI答した人の合計が般

市i恒!の 12.7%に比べ 12.0ポイント iu-jくなり 2倍近くの

60%、 80同
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口融回答

1000/，ら
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( 8 )暴力について県内の次の公的相談機関を知っていますか

[複数回答(知っているもの全て): N = 1，269] 

r !$tf察署」と [m~草した人が 74.2% (71.3%) と最も多く，次いで「福祉事務所J34.4% 
(37.6%) となっている。「笠岡市男女共|司参画挑)jjjセンターJ[1品iJ111 県男女共|許l参iiJii挑進

センターJ[陥l山県女位相談所J[r副IIriIi男女共同参阪扱近《センターj とli!f答した人は，

ずれも 1;1111前後と(氏い割合となっている。

し、

く全体>

%
 

;
i
z
i
I
F
i
l
l
-
-
-
-
-

4
 

7
 

警察署
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刈
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1

2

:

 1
 

1
 

福祉事務所

笈岡市男女共同参画推進センヲー

岡山県男女共同参画推進センヲー

岡山県女性相談所

岡 町 女 共闘佳進巴ノヲー題:r



( 9) r暴力をなくすためには何が必要だと患いますか。」

[複数回答(3つまで): N=1，269] 

全体:では「被答者を保護する体制の整備Jr相談機関の充実j とi引答:した人の割合が 5)lill 

以 lと向く，次いで「事暴力を振るう加持者への対策J44.8%となっている。

男女別では「被答者を保幾する体iI刊の整備Jr被'古者への t;1s'l支援JI被害?者への情報拠

供jと|問答した女性の割合が男性に比べ向くなっているのに対し r毒事力を綴るう力11容者へ

の対策Jr暴力防止のための砕発j と恒i答した男性の都合が女性に比べ向くなっている。

〈全体〉

一院聾する…備 1

キ…の充実(

暴力を振るう加害者への対策 1

-吋立支援 l
被害者への情報提供|

暴力防止のための啓発 l

その他日 4.5%

0% 200/0 4o<'A1 60"/0 800/0 100% 

制 F
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※ 男女共同参画社会実現のために行政に望むこと

(10) r男女共同参画社会実現のために今後行政がどのようなことにカを入れて

いくべきだと思いますか。 J [複数剖答(3つまで): N=1，2691 

全体では「介識に対する多機な支緩の充実」と ro怨:した人が 54.2%(56.0%) と最ーも多

く，次いで「子育てに対する多燥な支媛の充実J48.7% (54.4%)， r就労におけるJ3久の

機会均等や就業環境終備の支援J38.3% (38.1%) となっている。

男女別では「介護・干ー育て支援，就労支援j及び「生慌をi通じた女性の健康保持の支援j

と!日I~ した女性の割合が男性に比べて向くなっているのに対し教育・~芽発・女性参出ii ・

女性に対する暴力をfE絡するための支媛j 及び川、日談体制の充災j と問答したタ')，~'lの害IJ合

が女性に比べて ii~，jj くなっている。
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ぎを潟市第女共問委委譲号機滋条例

平成 15年 7月 18
条例第 21号

すべての人が性別にかかわりなく個性と能力を十

分に発揮し互いに人権を尊重し合う男女共問参画社

会の実現は，緊要な課題である。

本市においてはl 平成 13年 12月笠岡市人権祖運長

の都市づくり条例を制定しすべての市民の互いの人

権が尊重され!明るく住みよい社会を実現するための

人権尊重の施策を進めている。男女共同参画社会の実

現に向けてはl その指針となる「かさおかウィズプラ

ン」を基lこl 積極的に施策を展開しているが!今なお

性別による翻定的役割分担意識やそれに基づく社会的

慣行はI 依然として残っている。またl 配偶者からの

暴力が社会問題化するなど，真の男女平等の達成には

未だ多くの課題が残されている。

急速に進む少子高齢化l 高度情報化及び毘際化の中

で?真に調和のとれた活力ある豊かな地域社会を築い

ていくためにはI 男女が共に対等な立場であらゆる分

野に参画し一人一人の価値観に基づいた多様な生き

方を選択することのできる「住みよいまち」を創造す

ることが不可欠である。

このような認識から?市，市民及び事業者が一体と

なって男女共同参画社会の実現に向けた取組を総合的

かつ計画的に推進するためl この条例を制定する。

第 1章総則

(目的)

第 1条 この条例は?男女共同参箇社会の形勢!こ闘し，

基本理念、を定め!市I 市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに，男女共同参画社会の形成を推進

する施策の基本的な事項を定めることにより!男女

共向参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し!

男女の個性及び尊厳が守られ1 活力ある豊かな地域

社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において l 次の各号に掲げる用語の

定義lまl 当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参闘社会 男女が性別にかかわりな

く個人として尊重されI 社会の対等な構成員とし

て!自らの意志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1 男女が均等

に社会的!政治的I 経済的及び文化的利益を享受

することができ，かっl 共に責任を短う社会をい

っ。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会についての男女間の格差

を改善するため!必要な範囲において身女のいず

れか一方に対しl 当該機会を積筏約に提供するこ

とをいう o

(3) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等か

ら受ける精神的l 経済的，身体的又は言語的な暴

力及び虐待をいう。

(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法

人その他の間体をいう。

(基本理念)
第 3条 男女共同参画社会の形成は，男女が直接的で

あるか間接的であるかを際わず性別により差別さ

れることなく，個性と能力を十分に発揮する機会が

確保されるとともにI 一切の暴力を排除し，個人と

して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 男女共同参画社会の形成は。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l 男女の社会における活動の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 男女共問参密社会の形成はl 男女が政策又は方針

の立案及び決定に共伺して参隠する機会が確保さ

れることを旨として 1 行われなければならない。

4 男女共同参画社会の形成は 1 男女が相互の協力と

社会の支援の下lこ2 子の養育!家族の介護その他の

家庭生活における活動及び社会生活における活動

に対等に参画する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 男女共同参画社会の形成は!男女が互いの性を理

解し合いl 性と生殖に関する健康に関し俄人の人

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。

日 男女共同参商社会の形成は，男女共間参箇の推進

が国際社会における取組と密接な関係を有してい

ることから国際的な交流と協力の下に行われなけ

ればならない。

(市の責務)
第4条 市!立p 男女共同参商社会の形成の推進に関す

る施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定

し，及び実施する責務を有する。

2 市lまp 前I真に規定する施策を推進するに当たり f

国I 県!事業者及び市民と根Ifに連携と協力を図る

よう努めなければならない。

(市民の貧務)

第 5条 市民l立，男女共同参画社会について理解を深

めI 家庭 B 学校，地域，職場等のあらゆる場におい

て?男女共伺参聞社会の形成に努めるとともに，市

が実施する前条第 p頁に規定する施策に協力するよ

う努めなければならない。

2 市民!立，家庭?学校，地域l 職場等において， ド

メス子イツヴ・バイオレンス又は虐待の事実を知っ

た場合にはI 関係機関へ通報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l その事業活動に調し j 第3条の基

本理念にのっとり!男女共同参画社会の形成に自ら
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努めるとともに 1 市が実施する第4条第 1:項に規定
する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者はI 男女共同参画社会の形成のためI 当該

事業活動に銅し，積極的改善措置を講ずるよう努め

なければならない。

第2章 男女共悶参画社会の形成の推進に関する基本

的施策

(基本計画)

第 7条市長l立f 男女共同参酪社会の形成の推進に際

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためI 男

女共同参画社会の形成の推進に関する基本的な計

廼(以下「基本計臨j という。)を策定しなければな

らない。

2 市長!ま，基本計画を策定するに当たってはl 市民

の意見を反映することができるよう適切な措置を

講ずるものとする。

3 市長は 1 基本計画を策定したときは，これを公表

するものとする。

4 前 3t頁の規定はI 基本計画の変更について準用す

る。

(調査及び研究)

第8条市は，男女共問参画社会の形成に関し必要

な調査及び研究を行うとともに!情報及び資料を収

集し市民及び事業者へ提供しなければならない。

この場合において，笠i穂市個人情報保護条例(平成

13年笠岡市条例第 13号) 1こ基づきl 個人情報の保

護に隣し配慮をしなければならない。

(普及啓発)

第9条 市は，男女共同参商社会の形成に関してI 広

く市民及び事業者の理解が深まるよう啓発，学習促

進等に積極的に努めるものとする。

(年次報告)

第 10条 市長は，男女共同参箇社会の形成の推進に関

する施策の推進状況等を明らかにした年次報告書

を作成し，公表するものとする。

(市民又は事業者への支援)

第 11条 市1<1:，市民又は事業者が実施する男女共同参

商社会の形成に関する自主的な取組に対しl 情報の

提供その他必要な支援を行うものとする。

(家庭生活等と職業生活の両立支援)

第 12条市iま?男女が共lこi 青児，介護その他の家庭

生活及び地域生活と職業生活とを両立することが

できるように!子の養育及び家族の介護等において

必要な支援を行うものとする。

(教育の推進)

第 13条 学校教育及び社会教育に携わる者はI 男女共

同参聞社会の形成に果たす教育の重要性を深〈認

識し教育本来の目的を実現する過程において，男

女共同参聞社会の基本理念に配慮して教育を行う

よう努めなければならない。

2 市lまf 次代を担う子どもたちの教育に隠し，男女

が共に積徳的に参酪するよう啓発に努めなければ

ならない。

(格談の対応等)

第 14条市は，性別による差別的扱いその他の男女共

同参聞社会の形成を限害する人権の侵害に関し 1 市

民又は事業者からの相談の申出があった場合にはI

関係機関等と協力し適切な措置を講ずるよう努め

なければならない。

(審議会等における積極的改善措置)

第 15条 市長その他の執行機関はI 附属機関として設

置する審議会等の委員を委嘱し又は任命するとき

はl 男女いずれか一方の委員の数がl 委員の総数の

10分の4未満とならないよう努めなければならない。

(苦情の処理)

第 16条 市民及び事業者iま，市が実施する男女共同参

面社会の形成の推進に関する施策について苦情が

あるときは!市長に申し出ることができる。

2 市長は!前項の申出を受けたときは?適切に処理

しなければならない。

第3章 男女共同参画社会の形成を阻害する行為の制

限

(性別による権利侵害の禁止)

第 17条何人も，男女共同参画社会の形成を阻害する

次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 家庭7 学校 l 地域，職場等あらゆる場におい

て，性別による差別的言動又は相手の望まない性

的な言動等により!不快感若しくは不利益を与え 7

又は生活環境を害するような行為

(2) ドメスティッヴ・バイオレンス

(市民に表示される情報に関する措置)

第 18条市1<1:，広く市民に表示される情報において!

性別による国定的な役割分担及び異性に対する暴

力等を連想させ，文は助長する表現その他不必要な

性的表現をしないよう努めなければならない。

第4章推進体制

(推進体制の整備)

第 19条 市は，市民I 事業者と互いに協働して男女共

伺参画社会の形成の推進に関する施策を円滑l 総合

的に食箇!調整及び実施するため!市長を長とする

推進体制を整備するものとする。

(男女共同参画推進委員会)

第 20条市長は，男女共同参画社会の形成の推進に関

する施策!こつしてj 笠岡市男女共同参画推進委員会
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(以下「委員会」という。)を設置し 1 意見を聴くこ

とができる。

2 委員会はI 関係者に対し資料の提出及び説明を求

めI 必要があると認めるときはl 当該関係者に対し

是正その他の措置を講ずるよう勧告等を行うこと

ができる。

3 委員会は，市長が委嘱する委員 15人以内をもって

組織する。

4 男女のいずれか一方の委員の数は1 委員の総数の

10分の 4未満とならないよう選任するものとする。

5 委員の任期1;):，2年とする。ただし委員が欠け

た場合における補欠の委員の任期は!前任者の残任

期間とする。

日 委員は，再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか。委員会の組織及びi軍
営に闘し必要な事項はI 規則で定める。

第 5意補則

(委任)

第 21条 この条例に定めるもののほか!必要な事項は，

規則で定める。

附 則

この条例は，公布の尽から施行する。
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遺志{高翁からの暴力のj訪止及ひ号

機審議の保護等!こ機する法縛

平成 13年4月 13日法律第 31号

最終改正 平成 25年 7月3臼法律第 72号

我が匿においては!日本国意;去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o

ところがI 配偶者からの暴力は，犯罪となる行為を

含む重大な人権侵害であるにもかかわらずI 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l 配

偶者からの暴力の被害者は1 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 2 倒人の尊厳を蓄し，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 l 人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには I 配偶者からの暴力を防止し 1 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締にも沿うものである。

ここに 7 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 1意 総則

(定義)

第 1条 この法律において「西日偶者からの暴力」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。以下向じ。)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28条の2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 j 文はその婚姻が取り消された場合にあ

ってはI 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jとはf 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!婚姻の閣出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み r離婚JIこはl 婚自由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。

(毘及び地方公共団体の責務)

第2条 鴎及び地方公共団体はI 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1章の2基本方針及び都道府県基本計翻等

(基本方針)

第2条の2 内閣総理大臣I 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5t頁にお

いて「主務大臣」という。)I乳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1項及び第3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1項の都道府県基本計画及び同条第3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

ニ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 主務大医は，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，隣係行政機関の長に

協議しなければならない。

4 主務大垣l立f 基本方針を定め，文はこれを変更した

ときはv遅滞なく l これを公表しなければならない。

(都道府県基本計薗等)

第2条の 3 都道府県は，基本方針にE詳してl 当該都

道府県における配偶者からの暴力の妨止及び被害者

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「都道府県基本計閥」という。)

を定めなければならない。

2 都道府県基本計画においては!次に掲げる事項を定

めるものとする。

一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な方針

二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施内容に関する事項

三その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項

3市町村(特別区を含む。以下問じ。)は，基本方針

に即し，かつ1 都道府県基本計留を勘案して，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!都道府県基本計蘭又は市町

村基本計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく f

これを公表しなければならない。

5 主務大臣lまI 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2章 配偶者暴力相談支援セン聖一等

(配偶者暴力相談支援セン宇一)

第3条 都道府県はl 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
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偶者暴力相談支援セン告ーとしての機能を巣たすよ

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型ーとし

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告ーはl 配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のためI 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1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。

ニ被害者の心身の健康を回復させるため，医学的文

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伺伴する場合にあっ

てはl 被害者及びその同伴する家族。次号l 第六

号p 第5条及び第B条の31こおいて同じ。)の緊急時

における安全の確保及び 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 1 援護等に関する制度の

利用等について!情報の提供!助言，隠係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。

五第4章に定める保護命令の制度の利用についてI

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I 助言p 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 時保護は!婦人格談所がI 自ら行いl

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合一l広その業務を行うに

当たっては，必要に応じl 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4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5条 都道府県lまl 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3章 被害者の保護

CWc偶者からの暴力の発見者による通報等)

第百条 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

おいて閉じ。)を受けている者を発見した者は?その

旨を配偶者暴力椋談支援セン舎一又は警察官に通報

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l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ヲ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
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尊重するよう努めるものとする。

3刑法(明治40年法律第45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2項の規定

により通報することを妨げるものと解釈しではなら

ない。

4 医飾その他の医療関係者l立l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告一等の利用につい

てf 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告ーによる保護についての

説明等)

第7条 配偶者暴力相談支援センヲーは!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 I 第3条第3項の続定により配偶者暴力

相談支援セン告ーが行う業務の内容について説明及

び助言を行うとともに，必婆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8条 警察官は，遥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29年法

律第162号)，警察官職務執行法(昭和23年法律第136
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なるよ

う努めなければならない。

(警察本部長等の援助)

第8条の 2 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15条第3項において同じ。)又

は警察署長はI 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，その申出を棺

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 l 臣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B条の3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定

める福祉に関する事務所(次条において f福祉事務

所」という。)はl 生活保護法(昭和25年法律第144
号)，児童福祉法(昭和22年法律第164号)，母子及び

寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)その他の法令の

定めるところにより l 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9条 配偶者暴力相談支援セン告ーI 都道府県警察I

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l 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9条の2 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期して被害者から苦情の申出を

受けたとき1;1:，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4章 保護命令

(保護命令)

第10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 o 以下この

章において閉じ。)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12条第1
項第二号において同じ。)により J 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l

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。間号において同じ。)により，その生命又は身

体!こ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!こl 被害者が離婚をし I 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I 問項第三号及び第隠号並

びに第18条第1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6月間，被害

者の住居(当該配偶者と共!こ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l 又は

被害者の住居。勤務先その他その通常所夜する場

所の付近をはいかいしてはならないこと。

ニ命令の効力が生じた罰から起算して2月間l 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，伺項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判所はI

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，間号の規定による命令
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の効力が生じた日から起算して6月を経過する臼ま

での間l 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。

一箇会を要求すること。

こその行動を監視していると思わせるような事項

を告17，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 o

西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1 電話をかけ，ファウシミ

リ装震を用いて送信し 7 若しくは電子メールを送

信すること o

五緊急やむを得ない場合を除き，午後10時から午前

6時までの間lこ，電話をかけI ファヲシミリ装置を

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17，又はその知り得る

状態に置くこと。

八その性的基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 I 又はその性的差恥心を害

する文書，図密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1項本文に規定する場合において!被害事者がその

成年に遠しない子(以下この項及び次項並びに第12
条第1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1 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干に関

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I 第1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I 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l 問号の焼定に

よる命令の効力が生じた白から起算して6月を経過

する日までの間!当該子の住居(当該自己偶者と共に

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j 又は当該子の住居l 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I 当該子が15歳以上であるときはf その同意があ

る場合に限る。

4 第1項本文に規定する場合においてl 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隣

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 o 以下この項及び次項並び

に第12条第1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f 第1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 I 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j 当該配偶者に対し l 命令の効力が生じた日以後l

問号の規定による命令の効力が生じた白から起算し

て6月を経過する日までの問l 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

該続族等の身辺につきまとい『又は当該親族等の住

居e 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r1lの申立てはl 当該親族等(被害者の15歳未満の

子を除く。以下この項において伺じ。)の同意(当該

親族等が15歳未満の者文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 I することができる。

(管轄裁判所)

第11条 前条第1項の規定による命令の申立てに係る

事件はt 相手方の住所(日本圏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1嘆の規定による命令の申立てはl 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

ニ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12条 第10条第1壌から第4Jjまでの規定による命

令(以下「保護命令j という。)の申立てはI 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 I 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10条第3項の規定による命令の申立てをする場

合にあっては!被害者が当該問謄している子に関

して配偶者と部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10条第4嘆の規定による命令の申立てをする場

合にあっては，被害者が当該続族等に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを妨止す

るため当該命令を発する必要があると認めるに足

りる申立ての持における事情

五配偶者暴力相談支援セン告ーの職員文は警察職

員に対し，前各号に掲げる事項について棺談しl

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l 次に掲げる事項

イ当該配偶者暴力相談支援セン聖一又は当該警

察職員の所属官箸の名称

ロ相談し I 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。)に問項第五

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I 問項第一号から第凶号までに掲げる事

項についての申立人の供述を記載した書商で公証人

法(明治41年法律第53号)第58条ノ2第1項の認誌を

受けたものを添付しなければならない。
(迅速な裁判)

第13条 裁判所はl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14条 保護命令はI 口頭弁論又は相手方が立ち会う

ことができる審尋の期Bを経なければj これを発す

ることができない。ただし1 その期日を経ることに

より保護命令の申立ての毘約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12条第1項第五号イからこまでに掲げる

事項の記載がある場合には 1 裁判所は，当該配偶者

暴力相談支援セン告 又は当該所属官署の長に対し j

申立人が相談し又は援助若しくは傑護を求めた際の

状況及びこれに対して執られた措置の肉容を記載し

た書薗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告一文は当該所属

官署の長はl 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l 前項の配

偶者暴力相談支援セン告ー若しくは所属官暑の長又

は申立人から相談を受lすl 若しくは媛助若しくは保

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15条 保護命令の申立てについての決定にはl 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l 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椴手

方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期Bにおける

言渡しによってl 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f 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l申立人が配偶者暴

力相談支援センヲ 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 l かつ t 申立書に

当該事実に係る第12条第1項第五号イからこまでに

掲げる事項の記載があるときは，裁判所書記官!忠

速やかlこl 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

ンヲー(当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援セン告ーが2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 l 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ヲ
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)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16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I 保護命令の取消し

の原~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仏抗告裁判所は，申立てに

より I 即時抗告についての裁判が効力を生ずるまで

の間l 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!こ存する間は，原裁判所も I

この処分を命ずることができる。

4前項の規定により第10条第1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 2 向条第2
項から第4頃までの規定による命令が発せられてい

るときはI 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2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10条第11賓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2項から第4項まで

の規定による命令が発せられているときはl 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4頃の規定による通知がされている保護命令

について，第3項若しくは第4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l 裁判所主書記官はI 速やかに，その旨

及びその肉容を当該通知をした配偶者暴力相談支援
セン世ーの長に通知するものとする。

8 前条第3項の規定lま，第3rj!i及び第4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o

(保護命令の取消し)

第17条 保護命令を発した裁判所!立ι 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10条第1項第

一号又は第2項から第4項までの規定による命令にあ

っては同号の規定による命令が効力を生じた日から

起算して3月を経過した後において。同条第1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2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 1 同様とする。

2 前条第6項の規定は!第10条第1項第一号の規定によ

る命令を発した裁判所が前墳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15条第3項及び前条第7r買の規定はl 前2項の場合

について準用する。

(第10条第11重二号の規定による命令の再度の申立て)

第18条 第10条第1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間

ーの事実を理由とする潤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謄から転居しようとする被

害者がその賞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白から起算して

2Fl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

るときに限仏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12条の規定の

適用については，同条第1嘆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I 第二号及

び第五号に掲げる事項並びに第18条第1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四

条第1項本文の事情」と I 問条第211真中「問項第一号

から第四号までに掲げる事項Jとあるのは「問項第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第18条第11重本
文の事情j とする。

(事件の記録の閲覧等)

第19条 保護命令に関する手続について I 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I その正本，熊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l ヰE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 l 又は相手方に対する保護命令の送達が

あるまでの簡は，この限りでない。

(法務事務官による宣誓認証)

第20条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の

管轄区域肉に公証人がいない場合又!立公証人がその

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12条第2項(第18条第2項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。)の認誕を行

わせることができる。

(民事訴訟法の準用)

第21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

い娘り I 民事訴訟法(平成B年法律第109号)の規定

を準用する。

(最高裁判所規則)

第22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I 最高裁判所規則で定

める。
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第5章 雑則

(職務関係者による配慮等)

第23条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護 1 捜査 l

裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務

隠係者」という。)はt その職務を行うに当たり，被

害者の心身の状況p その置かれている環境等を踏ま

えf 被害者の国籍l 障害の有無等を凋わずその人権

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I 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24条 国及び地方公共団体はI 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25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I 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。

(民間の個体に対する援助)

第26条 国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間

の団体に対 L，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27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3条第3項の規定に基づき問項に掲げる業務を

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3条第3t軍第三号の規定に基づき婦人棺談所が

行う一時保護(同条第4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4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5条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町

村 j 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

z市は，第4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。

(閣の負担及び補助)

第28条 国は，政令の定めるところにより 2 都道府県

が前条第1項の規定により支弁した費用のうちl 問項

第一号及び第二号に掲げるものについては!その10

分の5を負担するものとする。

2 園lま1 予算の範囲内において I 次の各号に掲げる費

用の10分の5以内を補助することができる。

一都道府県が前条第1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2項の規定により支弁した費用

第5意の2 械JlIJ

(この法律の準用)

第28条の2 第2条及び第1章の2から前主主までの規定は!

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同

生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)

をする隠係にある棺手からの暴力(当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等をいい!当該関係に

ある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に!

その者が当該関係を解消した場合にあっては，当該

関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用

する。この場合において!これらの規定中「配偶者

からの暴力」とあるのは「第28条の2に規定する関係

にある相手からの暴:i:JJと読み替えるほかl 次の表

の上織に揚げる規定中の同表の中欄に揚げる字句は，

それぞれ同表の下欄に揚げる字句に読み替えるもの
とする

第2条 被害者 被害者(第28条
の2に規定する

関係にある栂

手からの暴力

を受けた者を
いう。以下問

じ。)

第6条第1項 配偶者又は配 開条に媛定す
偶者であった る調係にある
者 相手又は開条

に規定する関

係にある栂手

であった者

第10条第H頁か 配偶者 第28条の2に規
ら第4項までl 定する関係に
第11条第2項第 ある相手

2号l 第12条第1
項第1号から第

4号まで及び第

18条第 1~頁

第10条第1項 離婚をし!又は 第28条の2に規
その婚姻が取 定する関係を
り消された場 解消した場合

合

第百章 罰則

第29条 保護命令に(前条において読み替えて準用す

る第10条第1項から第4rJiまでの規定によるものを含

む。次条において伺じ。)違反した者は， 1年以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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第30条 第12条第1項(第18条第2項の規定により読み

欝えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべ

き事項について虚偽の記載のある申立書により保護

命令の申立てをした者は， 10万円以下の過料に処す
る。

附JlIJ(抄]

(施行期日)

第 1条 この法律は，公布の日から起算して6月を経

過した日から施行する。ただし!第2章j 第6条(配
偶者暴力相談支援セン告ーに係る部分に限る。)，第7
条f 第9条(配偶者暴力相談支援セン告ーに係る部分

に限る。)，第27条及び第28条の規定!ま，平成14年4
月1尽から施行する。

(経過借置)

第2条 平成14年3Fl31日までに婦人相談所に対し被

害者が配偶者からの身体に対する暴力に隣して相談

しI 又は援助若しくは保護を求めた場合における当

該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関す

る第12条第1]賓第四号並びに第14条第2項及び第3項
の規定の適用については，これらの規定中「配偶者

暴力相談支援セン告 」とあるのは r婦人相談所」

とするo

(検討)

第3条 この法律の規定については，この法律の施行

後3年を自途として!この法律の施行状況等を勘案し

検討が加えられl その結果に基づいて必要な措置が

講ぜられるものとする。

附貝IJ (平成16年6月28法律第64号〕

(施行期日)

第 1条 この法律!ま，公布の日から起算して6Flを経
過した臼から施行する。

(経過措叢)

第2条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の!ie偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律(次項において「旧法」という。)第10
条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については，なお従前の例によ

る。

2 旧法第10条第二号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のと間ーの事実を理由とするこの法律による改正後
の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に隣す

る法律(以下「新法」という。)第10条第1項第二号

の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初

にされるものに限る。)があった場合における新法第

18条第1項の規定の適用については，問項中 r2月」
とあるのは。 r2週間Jとする。
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(検討)

第3条 新法の規定については，この法律の施行後3
年を目途として，新法の施行状況等を勘案し I 検討

が加えられl その結果に基づいて必要な措置が議ぜ
られるものとする。

附員IJ (平成19年7Fl11臼法律第113号)(抄〕

(施行期日)

第1条 この法律はl 公布の臼から起算して6月を経

過した日から施行する。

(経過措置)

第2条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第10条の規定による命令の申立てに係る

悶条の規定による命令に関する事件については!な

お従前の例による。

附員IJ(平成25年7月3日法律第72号)(抄]

(施行期日)

1 この法律はl公布の白から起算して6月を経過した

白から施行する。



スト…力一行為警察の繰寄せ毒事jこ

観する法律

(目的)

平成 12年5月 24日法律第 81号

最終改正平成 25年7月3日法律第 73号

第 1条 この法律は、ストーカ一行為を処罰する等ス

トーカ一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、倒人の身体、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)
第2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、当該特定の者文はその配偶者、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、又はイ主居等に押し掛けること。
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、又は抱まれたにもか

かわらず、連続して、電話をかけ、ファウシミリ

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 その名誉告書する事頃を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。
八 その性的差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、文はその性的惹恥心を害

する文書、図面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「ストー力一行為j とは、同

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、文!立行動の自由が著

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)

第3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。

(警告)
第4条 警視総~若しくは道府県警察本部長又は警
察署長(以下「警察本部長等Jという。)は、つきま

とい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告

を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出

に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当

該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそ

れがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、

国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反

復して当該行為をしてはならない旨を警告すること

ができる。
2 ーの警察本部長等が前項の規定による警告(以下

「警告Jという。)をした場合には、他の警察本部長

等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る

前条の規定に違反する行為について警告又は第6条
第1項の規定による命令をすることができない。

3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、

当該警告の内容及び日時を第1項の申出をした者に

通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速や

かに、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に

書箇により通知しなければならない。

5 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、

当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事

壌で鴎家公安委員会規員IJで定めるものを都道府県公

安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しな

ければならない。
6 前各壌に定めるもののほか、第1項の申出の受理及

び警告の実施に関し必要な事項は、霞家公安委員会

規停iで定める。

(禁止命令等)
第5条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に

従わずに当該警告に係る第3条の規定に違反する行

為をした場合において、当該行為をした者が更に反

復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、

当該警告に係る前条第1項の申出をした者の申出に

より、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家

公安委員会規約で定めるところにより、次に掲げる

事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。

二 更に反復して当該行為が行われることを防止

するために必要な事環
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁

止命令等Jという。)をしようとするときは、行政手

続法 (平成5年法律第88号)第13条第1壌の規定に

よる意見陳述のための手続の区分にかかわらず、穂

聞を行わなければならない。
3 ーの公安委員会が禁止命令等をした場合には、他

の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、

当該禁止命令等に係る第3条の規定に違反する行為

について禁止命令等をすることができない。

4 公安委員会l立、第1項の申出を受けた場合において、
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禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令

等の内容及び日砕を当該申出をした者に通知しなけ

ればならない。

5 公安委員会l立、第1嘆の申出を受けた場合において、

禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その皆

及びその理由を当該申出をした者に書面により通知

しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に

関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(仮の命令)

第6条 警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた

場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反す

る行為(第2条第1項第一号に掲げる行為に係るもの

に限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反

復して当該行為をするおそれがあると認めるととも

に、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏

若しくは名誉が害され、又は行動の虫歯が著しく害

されることを防止するために緊急の必要があると認

めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法

第13条第1項の規定にかかわらず、聴問又は弁明の

機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定

めるところにより、更に反復して当該行為をしては

ならない旨を命ずることができる。

2 ーの警察本部長等が前項の規定による命令(以下

「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本

部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮

の命令に係る第3条の規定に違反する行為について

警告又は仮の命令をすることができない。

3 仮の命令の効力は、仮の命令をした白から起算し

て15臼とする。

4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、

当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に

関する事項で隠家公安委員会規則で定めるものを公

安委員会に報告しなければならない。

5 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたと

きは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算

して15臼以内に、意見の聴取を行わなければならな
し、。

6 行政手続;去第3章第2節 (第28条を徐く。)の規定

は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以

下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用

する。この場合において、問法第15条第 1~頁中「聴聞
を行うべき期臼までに相当な期間をおいてJとある

のは、「速やかにj と読み替えるほか、必要な技術的

読替えは、政令で定める。

7 公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違

反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、

当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手

続法第13条第1項の規定及び前条第2，頁の規定にか

かわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすること

ができる。

B 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の

命令は、その効力を失う。

9 公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見

の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせ

なければならない。

10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6
項において準用する行政手続法第15条第3項の規定

により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命

令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命

令に係る意見の聴取の期日までとする。

11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の

聴取の実施に関し必要な事頃は、臣家公安委員会規

則で定める。

(警察本部長等の援助等)

第7条 警察本部長等は、ストー力一行為又は第3条
の規定に違反する行為(以下「スト 力一行為等J
という。)の相手方から当該ストー力一行為等に係る

被害を自ら妨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、当該絡手

方に対し、当該ストー力一行為等に係る被害を自ら

防止するための情豊の教示その他国家公安委員会規

則で定める必要な援助を行うものとする。

2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、

関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連

携を図るよう努めなければならない。

3 警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、スト

ー力一行為等に係る被害を防止するための措設を講

ずるよう努めなければならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出

の受理及び援助の実施に関し必要な事項!立、国家公

安委員会規則で定める。

(園、地方公共団体、関係事業者等の支援等)

第8条 国及び地方公共団体は、ストーカ一行為等の

防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカ一行為

等の栂手方に対する婦人相談所その他適切な施設に

よる支援並びにストーカ一行為等の防止に際する活

動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に
努めなければならない。

2 @!J及び地方公共団体は、前項の支援等を図るため、

必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援

に係る施策を実施するために必要な財政上の措置そ

の他必婆な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 ストー力一行為等に係る役務の提供を行った関係

事業者は、当該ストーカ一行為等の格手方からの求

めに応じて、当該ストー力一行為等が行われること

を防止するための措置を講ずること等に努めるもの

とする。

4 ストーカ一行為等が行われている場合には、当該

ストー力一行為等が行われている地域の住民は、当

該ストーカ一行為等の相手方に対する援助に努める

ものとする。

(報告徴収等)

第9条 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするた

めに必要があると認めるときは、その必要な限度に

おいて、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反

する行為をしたと認められる者その他の関係者に対

し、報告若しくは資料の提出を求め、又!ま警察職員

ー73・



に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に

質問させることカてできる。

2 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があ

ると認めるときは、その必要な限度において、警告

若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、

報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警

告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質

問させることができる。

(禁止命令等を行う公安委員会等)

第10条 この法律における公安委員会は、禁止命令等

並びに第5条第2>頁の聴聞及び意見の聴取に関しては、

当該禁止命令等法びに問項の聴聞及び意見の聴取に

係る事案に関する第4条第1嘆の申出をした者の住所

若しくは居所若しくは当該禁止命令等並びに第5条
第2項の聴聞及び意見の聴取に係る第3条の規定に違

反する行為をした者の伎所(日本閣内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は

当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。

2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の

命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第4
条第1嘆の申出をした者の住所若しくは居所若しく

は当該申出に係る第3条の規定に違反する行為をし

た者の住所(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)の所在地又は当該行為が行わ

れた地を管轄する警察本部長等とする。

3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合に

おいて、次に掲げる事由が生じたことを知ったとき

は、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日

時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家

公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会

に通知しなければならない。ただし、当該警告又は

仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞又は

意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。

ー 当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申

出をした者がその住所又!立居所を他の公安委員会

の管轄区域内に移転したこと。

当該申出に係る第3条の規定に違反する行為

をした者がその住所(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)を他の公安委員会の

管轄区域内に移転したこと。

4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、

問項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了している

ときは、当該聴聞文は意見の聴取に係る禁止命令等

をすることができるものとし、問項の他の公安委員

会は、第1項の規定にかかわらず、当該穂聞又は意見

の聴取に係る禁止命令等をすることができないもの

とする。

5 公安委員会は、前嘆に規定する場合において、第3
項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、

速やかに、同項に規定する事項を同嘆の他の公安委

員会に通知しなければならない。

(方箇公安委員会への権限の委任)

第11条 この法律により道公安委員会の権限に属す

る事務は、政令で定めるところにより、方面公安委

員会に委任することができる。

(方面本部長への権限の委任)

第12条 この法律により道警察本部長の権限に属す

る事務は、政令で定めるところにより、方箇本部長

に行わせることができる。

(罰 ~Ij)

第13条 ストー力一行為をした者は、 6月以下の懲役

又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起すること

ができない。

第14条 禁止命令等(第5条第1J軍第一号に係るものに

娘る。以下院じ。)に違反してストー力一行為をした

者は、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す

る。

2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反し

てつきまとい等をすることにより、ストー力一行為
をした者も、同項と同様とする。

第15条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違

反した者は、 50万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意)

第16条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を

不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を

逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなこ

とがあってはならない。

附則

(施行期日)

1 この法律!立、公布の臼から起算して8月を経過した

日から施行する。

(条例との潤係)

2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制す

る行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に

係る部分については、この法律の施行と同時に、そ

の効力を失うものとする。

3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場

合において、当該地方公共悶体が条例で~IJ段の定め
をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰

については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)
4 ストー力 行為等についての規制、その格手方に

対する援助等に関する制度については、この法律の

施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘

案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置が講ぜられるべきものとする。
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(施行期日)

第 1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経

過した日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び

附則第3条の規定l立、公布の日から起算して20日を緩過

した日から施行する。

(通知に際する経過措置)

第2条 この法律による改正後のストー力一行為等

の規制等に際する法律(以下「新法」という。)第4条

第3項及び第4)真の規定!立、この法律の施行後に同条第1

項の申出を受けた場合における警告について適用する。

(条例との関係)

第3条 地方公共団体の条例の規定で、新法で規制す

る行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係

る部分については、第2条の改正規定の施行と同時に、

その効力を失うものとする。

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う

場合において、当該地方公共間体が条例で別段の定め

をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰に

ついては、その失効後も、なお従前の例による。

(政令への委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措霞は、政令で定める。

(検討)

第5条 ストー力一行為等その他の特定の者に対す

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

特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為

の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る

事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が

多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む

全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措寵が講ぜ

られるものとする。

2 政府は、前項の行為の実情等を招援することがで

きる立場にあることを踏まえ、問項の規制等の在り方

について検討するための協議会の設置、当該行為の防

止に関する活動等を行っている民間の間体等の意見の

聴取その他の措置を講ずることにより、同壌の検討に

当たって適切な役割を果たすものとする。
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