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京田辺市では、平成14年（2002年）３月に「京田辺市男女共同参画計画」を

策定し、男女共同参画社会1の実現に向けた取組を推進してきました。 

しかし、性別による固定的な役割分担意識や慣習はいまだ根強く、また、女

性の政策・方針決定過程への参画は十分とは言えません。 

このような状況のもと、平成22年（2010年）９月「京田辺市男女共同参画推

進条例」を制定しました。 

「第２次京田辺市男女共同参画計画」は、「京田辺市男女共同参画推進条

例」の基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた具体的な取組をよ

り一層推進するため策定します。 
 

    
 

■「京田辺市男女共同参画推進条例」に基づく基本計画 

本計画は、「京田辺市男女共同参画推進条例」第９条第１項に基づく、本市

における男女共同参画施策の推進のための基本計画として位置づけるものです。 

 

■市民の参画と協働による男女共同参画社会の形成を目指すための共通目標 

本計画は、市民をはじめ事業者、市民団体、教育に携わる者が一体となって

男女共同参画社会の形成を目指すための目標であり、具体的行動指針としての

役割を果たします。 

 

■男女共同参画社会の形成を目指すための総合的・計画的な市政の基本方針 

本計画は、本市における男女共同参画社会を形成するための基本指針であり、

本市が取り組むべき基本的方向や具体的施策を明らかにしたものです。 

 

■「男女共同参画社会基本法」に基づく基本計画 

本計画は、「男女共同参画社会基本法2」第14条第３項に基づく、本市におけ

る男女共同参画社会の形成促進のための基本計画として位置づけるものです。 

 

■「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」に基づく基本計画 

本計画は、「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3」第２

                             
1    男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会: 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいいます。 
2    男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法: 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して、平成11年（1999年）６月23日公布・施行されました。 
3    配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする法律法律法律法律: 配偶者からの暴力に係る通報、相

談、保護、自立支援などの体制を整備し、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。平成13年（2001年）制定、平成16年（2004年）改正、平成20年

（2008年）１月に改正施行されました。 
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条の３第３項に基づく基本計画として位置づけるものです。 

    
    

    

 

計画の期間は、平成23年度（2011年度）から平成32年度（2020年度）までの

10年間とします。ただし、国内外情勢の動向や社会･経済環境の変化に対応する

ため、具体的な事業及び目標値については、計画期間の中間年にあたる平成27

年度末までに内容を見直し、平成28年度（2016年度）時点において、必要に応

じて改定を行います。 
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京田辺市では、平成３年（1991年）12月に男女共同参加による社会を目指し

て「女性行動計画」を策定しました。 

また、平成11年（1999年）６月に施行された「男女共同参画社会基本法」を

受けて、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進するため、平成12年

（2000年）９月に庁内組織である「京田辺市男女共同参画推進会議」及び庁外

組織として学識経験者などで組織する「京田辺市男女共同参画推進懇話会」を

設置しました。 

その後、平成14年（2002年）３月に市民・企業・行政が一体となって、男女

が社会のあらゆる分野に対等に参画する機会が確保される男女共同参画社会の

実現に向けた取組を総合的かつ効果的に推進するため「京田辺市男女共同参画

計画」を策定しました。 

こうした取組と並行して、市民団体で構成する実行委員会形式による「ふれ

あい夢フェスタ」を毎年度開催し、男女共同参画の気運を醸成するとともに、

京田辺市男女共同参画計画を踏まえ、平成15年（2003年）１月、「女性の相談

室」を開設しました。 

平成18年（2006年）９月には、男女共同参画社会の実現に資する施設として

「京田辺市女性交流支援ルーム」を開設しました。京田辺市女性交流支援ルー

ムでは、交流スペースや情報ライブラリーを設置し、市民団体の交流支援や男

女共同参画に関する情報提供を進めたほか、女性の相談室において相談の充実

を図りました。 

さらに、平成22年（2010年）３月、京田辺市男女共同参画推進懇話会が「京

田辺市男女共同参画推進条例制定に向けての提言」を提出されたのを受け、市

民、事業者、市民団体、教育に携わる人々による主体的な取組と相互の連携・

協力の下、男女共同参画を一層推進するため、同年９月に「京田辺市男女共同

参画推進条例」を制定しました。 

平成22年（2010年）６月には、京田辺市男女共同参画計画の計画期間が平成

22年度末までであることから、次期計画について、京田辺市男女共同参画推進

懇話会に諮問を行いました。 

平成22年（2010年）10月１日、「京田辺市男女共同参画推進条例」の施行と

ともに附属機関として「京田辺市男女共同参画審議会」を設置し、平成23年

（2011年）２月に同審議会から第２次京田辺市男女共同参画計画について答申

されました。 

その後、この答申を尊重しながら、平成23年度から取り組んでいく「第２次

京田辺市男女共同参画計画」を平成23年（2011年）３月に策定しました。 
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我が国においては、女性に対する諸問題解決に向けた世界的な高まりの中、

昭和50年（1975年）に総理府に「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和52

年（1977年）には「国内行動計画」が策定されました。 

昭和60年（1985年）には「女子差別撤廃条約」を批准し、これを契機に「男

女雇用機会均等法4」の整備を経て、法制度面において大きく前進しました。 

平成６年（1994年）には推進体制強化のため、内閣に｢男女共同参画推進本

部｣が設置され平成８年（1996年）には、男女共同参画社会の形成に向け、21世

紀を切り開く新たな価値を創造していく基本となる「男女共同参画2000年プラ

ン」が策定されました。 

その後、平成11年（1999年）には、男女共同参画社会の実現を促進するため

の法的根拠となる「男女共同参画社会基本法」が制定され、翌平成12年（2000

年）にはその具体的方向や具体的施策を示した「男女共同参画基本計画5」が策

定され、男女共同参画社会の実現は21世紀の我が国社会にとっての最重要課題

であることが位置づけられました。 

平成13年（2001年）には、配偶者やパートナーからの暴力の防止や被害者の

保護救済を目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律」が制定され、平成16年（2004年）には暴力や保護命令の対象範囲を拡大し、

より実情に即した改正が行われました。さらに平成19年（2007年）には一部改

正が行われ、保護命令制度の更なる拡充等や市町村基本計画策定の努力義務等

が盛り込まれました。 

また、急激な少子化の進行は深刻な社会問題となっており、その要因となる

状況を改善し、子育てにおける多様なニーズに対応できる環境の整備などを規

定した「次世代育成支援対策推進法6」が平成15年（2003年）に制定されました。 

平成18年（2006年）には、「男女雇用機会均等法」が改正され、差別禁止規

定の強化などが盛り込まれ、また、平成19年（2007年）には、「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス7）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のため

の行動指針」が策定されました。 

                             
4    男女雇用機会均男女雇用機会均男女雇用機会均男女雇用機会均等法等法等法等法: 正式には「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

関する法律」といいます。雇用の分野における男女の均等な機会や待遇の確保などを目的にす

る法律です。 
5    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: 政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画

です。男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図るために政府が定めな

ければならないとされています。また、都道府県及び市町村も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を定めることとされています。 
6    次世代育成支援対策推次世代育成支援対策推次世代育成支援対策推次世代育成支援対策推進法進法進法進法: 平成27年（2015年）３月末までの時限立法。次代の社会を担う

子どもたちが健やかに生まれ育成される環境整備や取組を国・地方公共団体・事業主が積極的

に進めようというものです。地方公共団体は、５年ごとに行動計画を策定しなければなりませ

ん。また、事業主においても、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動

計画を策定しなければなりません。 
7    ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス: 一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責

任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、多様な生き方が選択・実現できること

をいいます。 
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平成22年（2010年）には、「男女共同参画基本計画（第２次）」に基づく取

組を評価し、新たな計画の必要性から、「男女共同参画基本計画（第３次）」

が策定されました。第３次計画では、男性や子どもにとっての男女共同参画や

地域における男女共同参画の推進等新たな重点分野が加えられました。 

 

 

 

  

国連は、昭和50年(1975年)を「国際婦人年」と定め、第１回の世界女性会議

がメキシコで開催され、「世界行動計画」を採択し、それに続く昭和51年(1976

年)から昭和60年(1985年)までを「国連婦人の10年」と定めて、女性の人権の擁

護と男女の平等のための行動を本格的に開始しました。昭和54年(1979年)には、

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約8）」

を採択し、昭和60年(1985年)には、女性の地位向上のために各国が取り組むべ

き施策の指針である「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のためのナイロビ

将来戦略」を採択しました。 

平成７年(1995年)の第４回世界女性会議（北京会議）では、「北京宣言」と

その行動計画である「行動綱領」が採択されました。この行動綱領では「女性

に対する暴力」「女児」「環境」など12の重大問題領域について、女性の人権

問題が議論されました。 

平成12年(2000年)のニューヨークでの国連特別総会「女性2000年会議」では、

「成果文書」と「政治宣言」が採択され、平成17年(2005年)の「第49回国連婦

人の地位委員会（北京＋10）」では、「北京宣言及び行動綱領」及び「女性

2000年会議成果文書」の実施状況の評価・見直しを行うとともに、更なる実施

に向けた戦略や今後の課題について協議し、完全実施に向けた一層の取組を国

際社会に求める宣言及び決議が採択されました。 

 

                             
8    女子差別撤廃条約女子差別撤廃条約女子差別撤廃条約女子差別撤廃条約: 女子に対するあらゆる差別の撤廃を基本理念とし、政治的・経済的・社

会的活動などにおける差別を撤廃するために締約国が適切な措置をとることを求める条約です。

昭和54年（1979年）の国連総会で採択され、昭和56年（1981年）に発効しました。日本は昭和

60年（1985年）に批准しました。 
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第第第第３３３３章章章章    京田辺京田辺京田辺京田辺市市市市のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
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（１）人口の動向 
 

本市は人口・世帯数共に増加傾向にあり、平成22年（2010年）の人口は

67,904人、世帯数は27,840世帯となっています。 

 

 

【【【【人口人口人口人口とととと世帯世帯世帯世帯のののの推移推移推移推移】】】】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成17年までは国勢調査、平成22年は国勢調査速報値 
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人口構造では、同志社大学・同志社女子大学の学生の居住による影響もあり、

10歳代後半～20歳代前半の人口が多い傾向にあり、特に20歳代前半の男性が最

も多くなっています。 
 

【【【【人口人口人口人口ピラミッドピラミッドピラミッドピラミッド】】】】    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不詳は数値に含んでいません。 

                          資料：平成17年国勢調査 

 

 

 

 

 

【女】
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人口構成比の推移をみると、昭和55年（1980年）から平成12年（2000年）に

かけて年少人口(０～14歳)は減少していましたが、平成17年（2005年）では年

少人口(０～14歳)の増加がみられます。しかし、それを上回り老年人口(65歳

以上)は増加し続けています。 
 

【【【【年齢年齢年齢年齢３３３３区分別人口区分別人口区分別人口区分別人口のののの推移推移推移推移】】】】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（２）世帯の変化    
 

本市の世帯は､増加傾向にあり平成22年(2010年)では27,840世帯となってい

ます。 

一方で、１世帯当たりの人員は核家族世帯の増加などにより、昭和55年

（1980年）の3.74人から平成22年（2010年）の2.44人まで減少しています。 
    

【【【【１１１１世帯世帯世帯世帯当当当当たりたりたりたり人人人人員員員員のののの推移推移推移推移】】】】    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成17年までは国勢調査、平成22年は国勢調査速報値 

    

 

本市の世帯類型をみると、ひとり暮らし世帯の割合が、全国・京都府よりも

高くなっています。また、親と子どもの世帯の割合も比較的高く、夫婦のみ世

帯を加えた「核家族世帯」の割合は約６割となっています。 

 

【【【【世帯世帯世帯世帯のののの家族家族家族家族類型別構成比類型別構成比類型別構成比類型別構成比】】】】 

    （％、世帯） 

  京田辺市 京都府 全国 

ひとり暮らし 33.5%(8,414) 32.9%(350,468) 29.5%(14,457,083) 

夫婦のみ 17.5%(4,399) 19.2%(203,872) 19.6% (9,636,533) 

親と子ども 39.6%(9,947) 37.8%(401,879) 38.2%(18,757,174) 

母子世帯 1.2%  (293) 1.5% (16,465) 1.5%   (749,048) 内
訳 父子世帯 0.2%   (39) 0.2%  (1,711) 0.2%    (92,285) 

その他の親族 9.3%(2,330) 9.6%(102,490) 12.1% (5,943,679) 

非親族 0.2%   (57) 0.5%  (5,198) 0.5%   (268,061) 

資料：平成17年国勢調査 

家族形態不詳の世帯は数値に含まないため、総世帯数とは異なります。 
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（１）男女の社会への共同参画の実現 

    

① 根強く残る固定的な性別役割分担意識 

男女共同参画社会の形成のためには、固定的な性別役割分担意識9を解消し、

社会制度や慣行が、男女の社会における活動の選択に対して、中立的に働く

ようなものにする必要があります。 

本市では、男女共同参画に関する認識を深め、定着させるため、女性交流

支援ルームでの情報発信、人権研修会の開催など広報・啓発活動を展開して

きました。 

しかし、市民意識調査の結果をみると、「夫は外で働き、妻は家庭を守る

のがよい」に代表される固定的な性別役割分担意識について、４割以上の市

民が肯定的な意見を持っており、人々の意識の中に長い時間をかけて形作ら

れてきた性別に基づく固定的な役割分担意識はいまだに根強く残っていると

言えます。 

    

【【【【夫夫夫夫はははは外外外外でででで働働働働きききき、、、、妻妻妻妻はははは家庭家庭家庭家庭をををを守守守守るのがよいるのがよいるのがよいるのがよい】】】】    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

資料：平成22年市民意識調査 

    

② 基礎となる教育・学習の場での男女共同参画の必要性 

男女共同参画社会を実現するためには、男女が共に自立して個性と能力を

発揮し、社会形成に参画する必要があり、その基礎となるのが教育・学習で

す。 
                             
9    固定的固定的固定的固定的なななな性別役割分担意識性別役割分担意識性別役割分担意識性別役割分担意識: 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが

適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」「男性は主要な業務・女性は補助的な業

務」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことを

いいます。 

11.9
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21.4

32.9

27.2

37.3 3.1
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本市では、男女平等を推進する教育・学習を行ってきました。また、市民

意識調査の結果をみると、学校教育において、「男女平等」と感じる人の割

合は他の分野（職場、地域や区・自治会、政治や行政の政策・方針決定の場、

社会通念など）に比べて高い水準となっています。 

しかし、教育機関における方針決定過程への女性の参画が不十分です。 

また、今後、男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の

充実がより一層望まれます。 

 

③ 地域の活動における性別・年代の偏り 

地域は、家庭と共に人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの

男女共同参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要です。地域に

おいては、高齢化・過疎化の進行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加等の

様々な変化が生じており、男女が共に担わないと立ち行かなくなる状況と

なっています。こうした中で、地域力を高め、持続可能な社会を築くには、

地域における男女共同参画が不可欠です。 

本市では、男女共同参画週間10に市民団体からなる実行委員会が企画する

「ふれあい夢フェスタ」を開催し、活動を通じて市民団体の活性化を促進し

てきました。 

しかし、市民意識調査の結果をみると、「区・自治会などの活動」におけ

るリーダーや役員などは男性であることが多く、地域における方針決定過程

への女性の参画が進んでいません。その他にも、地域の活動への参画には性

別・年代の偏りがみられるものもあります。 

 

④ 十分でない政策・方針決定過程への女性の参画 

将来にわたり持続可能で、多様性に富んだ活力ある地域社会を構築するた

めには、多様な人材の能力の活用、多様な視点の導入、新たな発想の取入れ

等の観点から、女性の参画をあらゆる分野において進めていくことが必要で

す。 

                             
10    男女共同参画週間男女共同参画週間男女共同参画週間男女共同参画週間: 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、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形成に向け、

男女共同参画社会基本法（平成11年（1999年）６月23日法律第78号）の目的及び基本理念に関

する理解を深めるため、平成13年（2001年）度から毎年６月23日から６月29日までの１週間を

「男女共同参画週間」と定めています。 
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本市においても、行政の分野においては、「審議会等への女性委員登用推

進に向けた指針」を策定し、審議会等への女性委員の登用促進に取り組んで

きましたが、現状ではこうした政策決定過程における女性の参画はまだまだ

少ない状況です。また、地域における方針決定過程への女性の参画も進んで

いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）家庭と仕事における男女共同参画の必要性 

    

① 女性に偏る家事の負担 

少子・高齢化、雇用の変化、グローバル化等が進展する中、長時間労働等

を前提とした従来の働き方を見直し、仕事と生活の調和を実現することは、

人々の健康を維持し、趣味や学習、ボランティア活動や地域社会への参画等

を通じた自己実現11を可能にするとともに、育児・介護も含め、家族が安心し

て暮らして責任を果たしていく上で重要なものです。 

                             
11    自己実現自己実現自己実現自己実現: 一人ひとりが自己の可能性を発見して、育て、その能力を社会生活の中で生かす

ことなどにより、最善の自己になろうとすることをいいます。 

【【【【市政市政市政市政におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用状況登用状況登用状況登用状況】】】】    

資料：京田辺市 

平成20年度までは各年度3月1日現在（市議会議員及び市政協力員を除く。）、 

平成21年度からは各年度4月1日現在のデータから作成 
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本市では、これまで「パパママセミナー」の開催や「父子手帳」の配付等、

男性の家庭生活への共同参画の意識啓発を図ってきましたが、市民意識調査

の結果をみると、家庭生活における役割分担としては「妻と夫で同程度」を

希望する市民が多い一方、現状ではほとんどを「妻」が担当しており、男女

が家庭での責任を分かち合える環境づくりが必要です。 

 

② 就業における男女の均等な機会確保の必要性 

就業は生活の経済的基盤であり、また働くことは自己実現につながるもの

です。働きたい人が性別にかかわりなくその能力を十分に発揮できる社会づ

くりは、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会の推進につながり、経済

社会の活力の源という点からも、極めて重要なことです。 

本市では、男女の就業機会確保のため、就業に関する相談や情報提供に取

り組んできましたが、本市の年齢階級別の労働力率をみると、結婚・出産年

齢期である30歳代前半以降の女性の労働力率は、いずれの年代においても全

国平均を下回っており、結婚・出産による離職が多いことが分かります。 

また、市民意識調査の結果をみると「子どもができたら職業をやめ、大き

くなったら再び職業をもつ方がよい」と思う人が４割以上を占めています。 

今後、さらに、出産や子育てなどによりいったん就労を中断した女性のた

めの再就職相談が必要です。 

 

③ 高まる社会全体での子育て・介護支援の必要性 

男性も女性も、働いている人もそうでない人も、安心して子育てができる

社会の実現に向け、「社会全体で子育てを支える」という基本的考え方に立

ち、保育所待機児童の解消、多様な保育サービスの充実、子育て支援拠点や

ネットワークの充実等を進めるとともに、介護支援策の充実を図ることが必

要です。 

本市においても、一時的保育事業、乳幼児健康支援デイサービス事業、

ファミリーサポートセンター事業等、保育ニーズの多様化への対応や、地域

包括支援センターを中心とした高齢者介護支援体制を整備してきました。 

今後、家族形態の多様化が進む中で、共働き世帯やひとり親家庭等、それ

ぞれのニーズも多様化しており、これらに対応した子育て・介護支援、相談

体制の整備がより一層重要になってきています。 
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（３）男女が安心して健やかに暮らせる社会の構築 

 

① 潜在化する配偶者間の暴力 

これまで配偶者間の暴力は、重大な人権侵害であるにもかかわらず、個人

的、家庭内の問題として捉えられ、被害が潜在化する傾向があり、社会全体

の認識は必ずしも向上していません。 

本市ではこれまで、「女性に対する暴力をなくす運動週間」での街頭啓発

や、市民を対象にした各種講演会を行うなど、啓発活動を積極的に推進して

きました。 

しかし、市民意識調査の結果をみると、１割強の女性が、配偶者からの暴

力を受けたことがあると回答しており、また、暴力を受けたとき、本市や府

の相談窓口、警察などの公的機関に相談した人の割合は約３割となっている

ことから、顕在化していない暴力が多く潜んでいると考えられます。 

 

② さらに充実が必要な生涯を通じた女性の健康支援 

男女が共にいきいきと暮らしていくことができる社会を実現するためには、

互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思

いやりを持って生きていくこと、生涯を通じて心とからだが健康であること

が重要です。 

これまで本市では、各種健康診査・検診を充実させてきました。 

女性は妊娠、出産といった身体的特性を備えているため、さらに一層、女

性の生涯を通じた健康づくりの推進が必要です。 

 

③ 男女共同参画の視点による安心して暮らせる環境整備の必要性 

我が国では諸外国に例をみないスピードで高齢化が進んでおり、男女共同

参画社会を実現させる上で、性別や年齢、障害の有無に関わらず、誰もが安

心して暮らせる環境整備が必要です。 

本市では高齢者支援体制の整備や生きがい支援など、高齢者の社会参画支

援や介護体制の構築、障がい者の自立した生活の支援等の施策や生活･就労支

援をはじめ、すべての人が自己実現を図りながら安心して暮らしていけるよ

うサービスの充実に努めてきました。 

今後より一層、男女共同参画の視点から、高齢者や障がい者はもちろんの

ことすべての市民が地域でいきいきと安心して暮らせる環境の整備に努める

必要があります。 
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                第第第第２２２２編編編編    基本計画基本計画基本計画基本計画    
第第第第１１１１章章章章    計画計画計画計画のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

    

 



 

    
 

    



- 17 - 

 

    
男女共同参画社会を実現するため、本市の現状と課題を踏まえ、基本目標を

３つ掲げ、計画を総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

基本目標  男男男男男男男男女女女女女女女女共共共共共共共共同同同同同同同同参参参参参参参参画画画画画画画画社社社社社社社社会会会会会会会会のののののののの基基基基基基基基盤盤盤盤盤盤盤盤ををををををををつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるる 

 

男女共同参画社会を実現させるためには、男女が対等なパートナーとして活

躍できる機会を拡充するとともに、あらゆる分野において積極的に参画してい

く意識と能力の向上を図る必要があります。 

多様な能力や個性が十分活かされる社会を築くため、私たちの意識の根底や

社会の慣行の中に根強く残っている性別による固定的な役割分担意識の見直し

や、教育・学習の場、メディアを通した啓発など、制度面及び意識面の両方に

おいて、社会のあらゆる分野に男女が均等に参画できるための基盤づくりに取

り組みます。 

 

【目標】 

項目 現状※1 
平成27年度 

目標 
評価方法 

「夫は仕事、妻は家庭」と

いう役割分担意識にとらわ

れない人の割合 

52.4％ 60％ 市民意識調査 

全審議会等における女性委

員の割合 
27.5％ 30％ 庁内データ 

 

※1:「現状」の値は、「全審議会等における女性委員の割合」が平成21年４月１日現在、その他

の項目（以下の目標を含む。）は平成22年に実施した市民意識調査の結果を基にした。 
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基本目標  家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭もももももももも仕仕仕仕仕仕仕仕事事事事事事事事もももももももも大大大大大大大大切切切切切切切切ににににににににででででででででききききききききるるるるるるるる環環環環環環環環境境境境境境境境ををををををををつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるる 

 

家庭は、私たちの生活の最も基本的な単位のひとつです。家族を構成する男

女が支え合うことで、責任と喜びを分かち合い、それを取り巻く社会もまた、

家事・育児等への男女共同参画のために十分な支援を行う必要があります。 

また、働くことは、経済的自立を可能にするとともに、社会参加のための手

段であり、男女を問わずその権利は保障されなければなりません。 

男女が家庭生活に参画し、共に仕事やその他の生活とのバランスのとれたラ

イフスタイル12を確立できるよう、多様な生き方・家庭のあり方を支える環境づ

くりに取り組みます。 

 

【目標】 

項目 現状 
平成27年度 

目標 
評価方法 

家事の役割分担の「現状」

と「希望」の差※2 
28.0％ 20％ 市民意識調査 

「子どもができても職業を

持ってよい」という考えを

受入れる人の割合※3 

66.7％ 80％ 市民意識調査 

 

※2:家事（掃除、食事のしたく、食事の後片付け・食器洗い、洗濯、日常の買い物）を「夫と妻

で同程度」分担している割合と「夫と妻で同程度」分担を希望している割合の差の平均 

※3:「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」、「子どもがで

きても、ずっと職業を続ける方がよい」と思う人の割合の合計 

 

 

 

                             
12 ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル(Lifestyle): 衣食住、働き方、交際、娯楽等様々な生活の様式及び生活の

行動や様式を形づくる考え方や習慣などをいいます。 
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基本目標  一一一一一一一一人人人人人人人人ひひひひひひひひととととととととりりりりりりりりがががががががが健健健健健健健健ややややややややかかかかかかかかにににににににに暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららせせせせせせせせるるるるるるるる環環環環環環環環境境境境境境境境ををををををををつつつつつつつつくくくくくくくくるるるるるるるる 

 

男女共同参画の根底をなすのは、男女が等しく個人として尊重されることで

あり、「男女の人権の尊重」なくして、男女共同参画社会の確立はありえませ

ん。 

配偶者間の暴力は、重大な人権侵害であるという認識に立ち、暴力の発生を

防ぐ環境づくりに取り組みます。また、多様な性のあり方を認め合う意識環境

の整備や、互いの性を理解し、生涯にわたる健康づくりなど、誰もが安心して

暮らせる環境づくりに取り組みます。 

 

【目標】 

項目 現状 
平成27年度 

目標 
評価方法 

互いの生き方を尊重できる

人の割合※4 
63.9％ 70％ 市民意識調査 

配偶者間の暴力被害者（女

性）がどこ（だれ）かに相

談した割合 

37.3％ 50％ 市民意識調査 

    
※4:「結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい」と思う人の割合と

します。 
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第第第第２２２２次京田辺市男女共同参画計画次京田辺市男女共同参画計画次京田辺市男女共同参画計画次京田辺市男女共同参画計画のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ    

基本目標 

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    
    

男女共同参画社会
の基盤をつくる 

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    
    

家庭も仕事も大切
にできる環境をつ
くる 

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    
    

一人ひとりが健や
かに暮らせる環境
をつくる 

○男女共同参画を取り

巻く環境 

 

 

○第１次男女共同参画

計画の成果と課題 

 

 

○市民意識調査 

 

 

 

○市民ワークショップ 

 

 

 

○関係団体ヒアリング 

【京田辺市男女共同参画推進条例】「６つの基本理念」 

１ 男女の人権の尊重 

２ 社会活動選択における制度又は慣行の中立化 

３ 方針の立案及び意思決定への共同参画 

４ 家庭生活における活動と他の活動との両立 

５ 性と生殖に関する健康と権利の尊重 

６ 国際的協調 

男 女 共 同 参 画 社 会 

京
田
辺
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
現
状
と
課
題 

施策展開 

施策 

施策 

施策 

基本計画 

推進体制 

 

○中間案説明会 

 

○パブリックコメント 
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基本基本基本基本    
目標目標目標目標    施施施施    策策策策    分分分分    野野野野    施施施施 策策策策    

    
    

 

①広報・啓発の推進 （（（（１１１１））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに

立立立立ったったったった意識改革意識改革意識改革意識改革・・・・社会慣社会慣社会慣社会慣

行行行行のののの見直見直見直見直しししし    ②メディア表現の理解と配慮の促進 

①学校・幼稚園・保育所における教育の推進 

②生涯学習における教育の推進 

（（（（２２２２））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする

教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習    

③家庭における教育の促進 

①地域活動・市民活動の活性化 

②ボランティア活動の支援 

③人材発掘とリーダーの育成 

（（（（３３３３））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画によるによるによるによる地域地域地域地域

活性化活性化活性化活性化    

④国際交流、協力 

①審議会等への登用拡大 

    

（（（（４４４４））））政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの

女性女性女性女性のののの参画参画参画参画    ②市民団体の意思決定への参画拡大 

 

①ワーク・ライフ・バランスの促進 （（（（１１１１））））男女男女男女男女がががが共共共共にににに参画参画参画参画するするするする家庭家庭家庭家庭

生活生活生活生活    
②男性の家庭生活への参画促進 

①就業・起業の支援 

②農業者・自営業者への支援 

（（（（２２２２））））男女男女男女男女がいきいきとがいきいきとがいきいきとがいきいきと働働働働けるけるけるける就就就就

業環境業環境業環境業環境    

③セクシュアル・ハラスメントの防止 

①子育て支援 

②ひとり親家庭への支援 

    

（（（（３３３３））））多様多様多様多様ななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルにににに応応応応

じたじたじたじた子育子育子育子育てててて・・・・介護介護介護介護    

③介護支援 

 

①配偶者間暴力の防止 （（（（１１１１））））互互互互いのいのいのいの生生生生きききき方方方方のののの尊重尊重尊重尊重    

②多様な生き方を認め合う意識の創造 

①男女の性を理解・尊重する意識の浸透 

②妊娠・出産期の健康支援 

（（（（２２２２））））生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた心身心身心身心身のののの健康健康健康健康    

③ライフステージに応じた男女の健康づくり 

①高齢者、障がい者の社会参加・就労支援 

    

（（（（３３３３））））誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環環環環

境境境境    
②防犯・防災における男女共同参画 
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                第第第第２２２２章章章章    基本目標基本目標基本目標基本目標のののの実現実現実現実現にににに    
                向向向向けたけたけたけた施策展開施策展開施策展開施策展開                

    

    

    

    

    

    

    
※指標における「現状」の数値は平成21年度時点、「目標」の数値は平

成27年度時点を表しています。 

ただし、「目標」の数値のうち「○○／年」と表記されている場合は

毎年度の目標値としています。    

    
    



 



【基本目標１】 
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基本目標    
 

男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの基盤基盤基盤基盤をつくるをつくるをつくるをつくる    

    

施策分野施策分野施策分野施策分野((((１１１１))))    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった意識改革意識改革意識改革意識改革・・・・社会慣行社会慣行社会慣行社会慣行のののの見直見直見直見直しししし    
 

社会制度や慣行は、男女共同参画の視点から見た場合、男女の置かれている

立場の違いなどを反映して、結果的に男女に中立に機能しない場合があります。

男女の社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立的なものでなければなりません。 

そのため、社会制度や慣行の背景にある固定的な性別役割分担意識を解消し、

市民一人ひとりが男女共同参画に関する認識を深めるよう、多様な媒体を通じ

た効果的な広報・啓発活動を推進します。 

また、メディアの役割は重要であり、地域に根ざした身近な情報発信を進め

ます。 
 

施策施策施策施策①①①①    広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの推進推進推進推進    

 

男女共同参画の視点に立った意識を醸成していくために、男女共同参画に関

する情報を収集し、広報やホームページ等の多様な媒体を通じて継続的に情報

を提供するとともに、フォーラムやイベント等、男女共同参画に関する啓発行

事を開催します。 

また、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、活躍している男女の好事例

を収集し、広く発信するほか、子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と

将来を見通した自己形成を推進するため、子どもを対象としたワークショップ

を行っていきます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

1 

●男女の活躍事例の収集・発信 
固定的性別役割分担意識にとらわれずに、

政策・方針決定過程に強い影響を持つ分野

に参画する女性や、家庭生活に積極的に参

画する男性の発掘を行い、活躍事例を発信

します。 

市民参画課 活躍事例発

信 

4人紹介/年 

－ 

2 

●子どもを対象としたワークショップ 
子どもの頃からの男女共同参画の理解の促

進と将来を見通した自己形成の推進のため

ワークショップを実施します。 

市民参画課 開催回数 

1回/年 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

1回/年 

3 

●京たなべ男女共同参画週間事業 
毎年度６月23日～29日「男女共同参画社会

基本法」の趣旨について市民の理解を深め

るための啓発を行います。 

市民参画課 週間事業 

1回/年 

－ 

4 

●女性交流支援ルームだよりの発行 
男女共同参画に関わる団体の事業や図書の

紹介、配偶者間暴力についてやその相談窓

口の周知等を目的に発行し、市内公共施設

等に配架します。 

市民参画課 ルームだよ

り発行 

4回/年 

5 

●女性交流支援ルーム情報スペースの

充実 
情報発信の充実と市民による図書等選定を

行います。 

市民参画課 実施 

1回/年 

6 
●男女共同参画イベントの支援 
市民・市民団体による実行委員会形式での

男女共同参画イベントを支援します。 

市民参画課 イベント 

1回/年 

－ 

7 

●男女共同参画関連ＤＶＤ等上映会 
男女共同参画の理解を深めるため、作品紹

介を兼ねたＤＶＤ等の上映会を実施しま

す。 

市民参画課 上映会 

1回/年 

8 
●人権啓発の推進 
広報紙に人権啓発記事を掲載します。 

人権啓発推

進課 

実施 

9 

●人権強調月間、人権週間における啓

発 
８月の人権強調月間、12月４日～10日の人

権週間のそれぞれにおいて、人権啓発のぼ

りの設置や街頭啓発活動を実施します。 

人権啓発推

進課 

実施 

1回/年 

10 
●人権教育・啓発の取組 
「幼児・児童・生徒の人権に関わる作品

展」を実施します。 

人権啓発推

進課 

作品展 

1回/年 

3回/年 

11 
●人権問題研修会の開催 
８月の人権強調月間に併せて講師を招いて

講演会を行います。 

人権啓発推

進課 

研修会 

3回/年 

1回/年 

12 
●ヒューマン映画上映会の開催 
８月の人権強調月間に併せて人権に関する

映画の上映会を行います。 

人権啓発推

進課 

上映会 

1回/年 

1回/年 

13 

●わくわくワークショップ～人権に気

づいて感じて考えよう～ 
わくわくワークショップと題して、講師を

招いてのワークショップと、人権に関連す

る施設を訪問するフィールドワークを実施

します。 

人権啓発推

進課 

ワークショップ 

1回/年 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

80人 

14 

●ハートフルフェスタの開催 
市民一人ひとりが、人権尊重の理念につい

ての理解を深め、人権の意義や重要性を確

実に身につけるとともに、様々な人権問題

を解決しようとする実力を養うために開催

します。 

社会教育課 

人権啓発推

進課 

参加者 

150人 

15 

●企業等に対する広報・啓発の促進 
女性問題、男女共同参画等に関する図書・

関連資料を収集し、貸出します。また、人

権啓発パンフレットの配付、山城人権ネッ

トワーク参加企業への事業案内の送付を行

います。 

人権啓発推

進課 

実施 

 

 

 

施策施策施策施策②②②②    メディアメディアメディアメディア表現表現表現表現のののの理解理解理解理解とととと配配配配慮慮慮慮のののの促進促進促進促進    

 

性別に基づく固定観念にとらわれない表現を推進するため、表現ガイドライ

ンを作成し、市の関係機関を中心に周知を図ります。 

また、市の広報紙やホームページの作成にあたっては、男女共同参画の視点

での表現とします。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

16 
●男女共同参画表現ガイドラインの作成 
男女共同参画の視点から表現を確認するた

め表現ガイドラインを作成します。    

市民参画課 作成 

17 

●男女共同参画の視点による広報紙、

ホームページの作成 
固定的な性別役割分担意識等にとらわれな

い男女共同参画の視点で作成します。 

市長公室 実施 
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施策分野施策分野施策分野施策分野((((２２２２)))) 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習    

 
男女共同参画社会を実現するためには、男女が共に自立して個性と能力を発

揮し、社会形成に参画する必要があり、その基礎となるのが教育・学習です。 

男女共同参画についての理解の深化を促進するため、家庭をはじめ、学校や

幼稚園、保育所において男女共同参画の視点に立った教育・保育の推進を図る

とともに、教育に携わる者が男女共同参画の理念を理解するよう、意識啓発等

に努め、次代を担う子どもたちが、多様な選択を可能にする教育・学習の機会

を充実させます。 

また、生涯にわたり能力開発・生涯学習に参加できる環境を整備し、男女が

共に自立して個性と能力を発揮し、社会形成に参画できるよう、多様な学習機

会の確保に努めます。 

 

施策施策施策施策①①①①    学校学校学校学校・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育所保育所保育所保育所におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

 

学校教育などあらゆる教育活動を通して、児童・生徒に対し、男女共同参画

を理解し、将来を見通した自己形成ができるよう教育を推進します。 

そのため、男女共同参画を推進する教育の内容が充実するよう教職員に対す

る研修会を実施します。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

18 

●校内教職員の研修 
各学校において、教職員の指導力の向上を

図るため、男女共同参画に関する研修を実

施します。 

学校教育課 研修会 

1回/年 

－ 

19 
●全体教職員の研修 
市教職員を対象とした夏季の研修会の講演

テーマとします。 

学校教育課 研修会 

1回/期間中 

－ 

20 

●児童・生徒への指導（男女共同参画

関係授業の実施）の推進 
男女平等や人権意識の向上を図るため、教

科学習や道徳、特別活動などの時間を活用

し指導を行います。 

学校教育課 授業 

1回/年 

－ 

21 
●生徒の意識向上の促進 
中学校におけるマタニティ体験・乳児との

ふれあい体験を実施します。 

学校教育課 

 

体験機会 

1回/年 

1回/年/1箇

所 
22 

●児童・生徒の意識向上の促進 
児童館等におけるマタニティ体験・乳児と

のふれあい体験を実施します。 

こども福祉課 体験機会 

1回/年/6箇

所 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

3中学校で取

組 

23 

●中学生対象子育て理解講座の開催 
家庭教育のあり方を見つめ直すという観点

から、今後の親となる中学生を対象に、命

の大切さや子どもを育てる親の気持ちな

ど、社会人講師等を招き、開催します。 

社会教育課 講座 

3中学校で取

組 

 

 

施策施策施策施策②②②②    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

 

市民が生涯にわたり主体的に多様な選択ができるように、各種講座を開催す

るとともに、生涯学習講座へ男女共同参画の視点を取り入れ、幅広い年齢層へ

の啓発に努めます。 

また、学んだ知識や経験を発表できる機会づくりを行います。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

- 

24 

●男女共同参画に関するテーマを設定

した講座等の開催 
市民の男女共同参画の理解と意識づくりの

ため講座を開催します。 

社会教育課 

市民参画課 

講座 

2回/年 

35,500人 

25 

●学習成果の発表会への参加促進  

(再掲2-(1)-①) 
市民文化祭、北部ふれあいまつり、中部せ

せらぎまつりへの市民参加を促進します。 

社会教育課 出演・展示

参加者 

45,400人 

 

 

施策施策施策施策③③③③    家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育のののの促進促進促進促進    

 

子育て中の保護者が、男女共同参画の理念を理解し、男女共同参画に基づく

教育について正しい知識を得られるよう学習機会の提供に努めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

26 

●家庭教育手帳の配付 
家庭教育手帳（デジタルデータ）を各幼

稚園・小中学校を通じてＰＴＡなどへ配

付します。 

社会教育課 配付 

20校園 

27 

●家庭教育に関する情報提供 
国や京都府からのチラシ等家庭教育に関す

る情報を幼・小・中学校ＰＴＡに配付しま

す。 

社会教育課 実施 



【基本目標１】 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

1回/年 

28 

●家庭教育子育てセミナーの開催 
子どもをもつ親等が子どもとの接し方や守

り育てる家庭教育のあり方について学習す

るセミナーを開催します｡ 

社会教育課 セミナー 

1回/年 
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施策分野施策分野施策分野施策分野((((３３３３)))) 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画によるによるによるによる地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化    

 
少子高齢化の進行や人間関係の希薄化、単身世帯が増加する中、福祉、環境、

教育、安全などの地域の課題は複雑化しており、多様な住民が協力して課題解

決に取り組む活力ある地域づくりがますます重要になっています。 

そのため、ボランティアやＮＰＯ13などにおいて、多様な年齢層の男女が参

画できるよう、支援するとともに、地域において男女共同参画を推進するリー

ダーとなる人材の育成に努めます。 

また、国際化が急速に進展している中、国際的協調のもとで市民の男女共同

参画意識をさらに向上させることが必要です。市民一人ひとりが国際社会の一

員として、国籍、性別、文化や価値観などが違っても個人が尊重され、多様性

を認め合う感性を養うことができるよう、国際交流体験の支援に努めます。 
 

施策施策施策施策①①①①    地域活動地域活動地域活動地域活動・・・・市民活動市民活動市民活動市民活動のののの活性化活性化活性化活性化    

 

男女共同参画を推進する市民活動をはじめ、市民の多様な自主的活動を支援

するため、活動場所の提供や各種助成制度などに関する情報提供に努めるとと

もに、団体相互の連携を促進し、組織の活性化を図ります。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

28.6% 

29 
●市民活動講座の開催 
市民活動リーダー育成講座を開催します。 

市民参画課 女性の受講

生率 
30% 

3団体/年 

30 

●市民活動の活性化支援 
市内で主体的に地域の活性化に寄与する活

動を行う団体に対し、市民活動推進補助金

を交付します。 

市民参画課 補助金の

交付 

5団体/年 

40回/年 

31 

●生涯学習指導者の積極的な派遣 

人材バンクへ登録していただいた指導者を

地域活動や市民活動へ派遣し人材活用を推

奨します。 

社会教育課 派遣回数 

50回/年 

4事業/年 

32 
●ＮＰＯ等民間活動との連携 
委託する事業を増やします。 

社会体育課 委託事業 

6事業/年 

3回/年 

33 

●女性交流支援ルーム情報ボックス等

利用団体の活動支援 
団体の活動拠点とし、市民向けの事業の実

施を支援します。 

市民参画課 団体主催

事業 

30回/年 

                             
13    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ（Non Profit Organization）: 行政・企業とは別に教育、文化、医療、福祉、国際

協力など、様々な社会的活動を行う非営利・非政府の民間組織のことをいいます。 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

1回/年 

34 

●女性交流支援ルーム情報ボックス等

利用団体交流会の開催 
各団体の活動状況の情報交換、意見交換を

行います。 

市民参画課 交流会 

2回/年 

 

 

施策施策施策施策②②②②    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの支援支援支援支援    

 

男女が共にボランティア活動に参加できるように、養成支援やグループ研修

等を充実します。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

44団体 

35 

●ボランティア養成・団体・グループ

の育成、研修の充実 
社会福祉協議会におけるボランティアの調

整、新登録者の育成の支援を行います。 

社会福祉課 社協ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ

ﾃｨｱｾﾝﾀｰ登

録ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
50団体 

1回/年 

36 

●ボランティア活動における男性の参

画促進 
社会福祉協議会における男性ボランティ

ア、若年ボランティアの登録の呼びかけを

支援します。 

社会福祉課 啓発事業 

1回/年 

4回/年 

37 

●食生活改善推進員協議会活動の支援  
食生活改善推進員協議会活動を推進するた

めの活動支援や会員研修を実施します。 

健康衛生課 会員研修会 

4回/年 

38 

●食生活改善推進員養成講座の開催 
養成講座を実施します。 

健康衛生課 実施 
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施策施策施策施策③③③③    人材発掘人材発掘人材発掘人材発掘ととととリーダーリーダーリーダーリーダーのののの育成育成育成育成    

 

市と市民が協働して男女共同参画の推進に取り組むため、事業所及び市民団

体において、中心となって男女共同参画に関する普及・啓発等を進める「男女

共同参画推進員」を募り、推進員が男女共同参画をより効果的に推進できるよ

う支援します。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

39 

●男女共同参画推進員の募集・支援 
事業者及び市民団体に、それぞれの活動に

おける男女共同参画を推進するため、啓発

その他の活動を行う「京田辺市男女共同参

画推進員」を募集します。また、推進員に

対し、情報の提供、研修その他の必要な支

援を行います。 

市民参画課 推進員設置 

50事業所 

7団体・93人 

40 

●人材バンクへの登録の促進 
生涯学習指導者となる人材を発掘し、登録

を促進します。 

社会教育課 登録団体・

人数 

10団体・100

人 

 

 

施策施策施策施策④④④④    国際交流国際交流国際交流国際交流、、、、協力協力協力協力    

 

国際協調の視点に立った男女共同参画を推進するため、互いの文化を学ぶ国

際交流を支援します。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

55件 

41 

●国際交流の支援 
国際交流を体験された人に補助金を交付す

ることにより、国際交流を支援します。 

市民参画課 補助金交付 

80件 
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施策分野施策分野施策分野施策分野((((４４４４)))) 政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画    

 
将来にわたり持続可能で、多様性に富んだ活力ある地域社会を構築するため

には、多様な視点の導入、新たな発想の取入れ等の観点から、女性の参画をあ

らゆる分野に進めていくことが必要です。 

しかし、政策・方針決定過程への女性の参画はなかなか進んでいない現状が

あります。審議会等への女性の登用率についても３割に満たず、市政において

女性が能力を発揮する機会は十分とは言えません。 

そのため、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を推進

するために、審議会等への女性の参画を積極的に促進するとともに、区・自治

会に対しても、女性の参画促進を広く呼びかけ、その取組を支援します。 
 

施策施策施策施策①①①①    審議会等審議会等審議会等審議会等へのへのへのへの登用拡大登用拡大登用拡大登用拡大    

 

多様な視点や新たな発想を取り入れ、政策決定を行うため、女性委員のいな

い審議会等の解消を図るとともに、すべての審議会等において、性別の偏りが

生じないように努めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

27.5% 

42 

●審議会等における女性登用率の向上 
審議会等の登用率の向上に向けて、継続的

な調査を行い、調査結果を踏まえた関係機

関への働きかけを行います。 

市民参画課 女性委員の

割合 

30% 

 

 

施策施策施策施策②②②②    市民団体市民団体市民団体市民団体のののの意思決定意思決定意思決定意思決定へのへのへのへの参画拡大参画拡大参画拡大参画拡大    

 

地域での意思決定過程への女性の参画を進めるために、区・自治会に対して、

女性の役員等への登用促進に関する働きかけを行い、また、意思決定過程への

女性への参画を積極的に進めている区・自治会を「男女共同参画実践モデル地

区」と認定し、事業費の補助を行う等の支援事業を進めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

43 

●男女共同参画実践モデル地区チャレ

ンジ事業 
区・自治会での女性の参画を増やすことを

目的に事業費の補助を行います。 

市民参画課 申請団体 

2団体 



【基本目標２】 

- 33 - 

基本目標    
 

家庭家庭家庭家庭もももも仕事仕事仕事仕事もももも大切大切大切大切にできるにできるにできるにできる環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

    

施策分野施策分野施策分野施策分野((((１１１１))))    男女男女男女男女がががが共共共共にににに参画参画参画参画するするするする家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活    

    
男女が共にあらゆる分野に参画していくためには、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）を実現することができる環境づくりが重要です。 

女性の社会進出が進み、結婚・出産後も働き続ける女性が増えているにもか

かわらず、家事や育児・介護を女性が担っていることが多く、その負担は大き

くなっています。その一方、男性自身の固定的な性別役割分担意識が依然根強

く、また、長時間労働等も影響して、男性が家庭生活への参画を望んでいる場

合にも困難な状況となっています。 

男女が共にやりがいや充実感を持って働き、仕事上の責任を果たしながらも、

家庭生活においても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる

社会を目指し、ワーク・ライフ・バランスの考え方を広く周知するとともに、

家庭生活を共に担うための情報や学習機会の提供に努めます。 
 

施策施策施策施策①①①①    ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスのののの促進促進促進促進    

 

働くすべての男女が仕事と生活の調和を図れるよう、ワーク・ライフ・バラ

ンスの普及・啓発を市民や企業に図るとともに、生涯学習や生涯スポーツを通

じた余暇の機会を提供します。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

35回 

44 

●多様な生涯学習講座の開催 
中央公民館・住民センター等において市民

の生涯学習のきっかけづくりとして様々な

講座を開催します。 

社会教育課 講座 

35回 

22,700部 

45 

●「学びの情報誌」の発行 
市民の生涯学習意欲向上のため、多くの情

報を収集し、より見やすく活用していただ

けるよう工夫をするとともにＰＲに努めま

す。 

社会教育課 発行部数 

全 戸 配 付

（人口増に

伴い増刷） 

35,500人 

46 

●学習成果の発表会への参加促進  

(再掲1-(2)-②) 

市民文化祭、北部ふれあいまつり、中部せ

せらぎまつりへの市民参加を促進します。 

社会教育課 出演・展示

参加者 

45,400人 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

5人/月 

47 

●スポーツ活動の奨励とスポーツに関

する相談 
トレーニングルームの利用において健康体

力相談を実施します。 

社会体育課 受講者 

10人/月 

2,000人 

48 
●スポーツ教室・大会の開催 
市民の健康増進、スポーツに親しむ機会を

増やすため開催します。 

社会体育課 参加者 

年100人増 

100人 

49 
●スポーツ指導者の養成・確保 
体育指導委員を確保します。 

社会体育課 受講済者 

年20人増 

3団体 

50 
●スポーツ団体・サークルの育成 
京たなべ・同志社スポーツクラブ（ＫＤＳ

Ｃ）の活動を支援します。 

社会体育課 サークル 

3団体以上 

46.6% 

51 
●一休さんウォークの開催 
健康増進と体力づくりを目的に、京田辺市

の豊かな自然と名所史跡を巡ります。 

健康衛生課 全参加者に

占める市民

の参加率 50% 

52 

●入札参加資格審査 
資格審査時に男女共同参画の意識を啓発す

るため、申請企業における男女共同参画の

取組状況を調査します。 

管財情報課 

経営管理室 

実施 

53 

●ワーク・ライフ・バランスに向けた

制度の情報提供 
ワーク・ライフ・バランス関連の制度等に

関する情報を提供します。 

市民参画課 

社会福祉課 

実施 

 

 

施策施策施策施策②②②②    男性男性男性男性のののの家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活へのへのへのへの参画促進参画促進参画促進参画促進    

 

男女が共に安心して子育てができるように、父親が参加できる妊娠・出産・

育児についての勉強会を開催するとともに、父親になる心構えや子どもの各段

階に応じた情報を記載した父子手帳を交付します。 

また、仕事と生活の調和に向けた気運の醸成を図るとともに、男性の家庭に

おける生活・自活能力向上に向けた学習の機会を提供します。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

24.0% 

54 

●パパママセミナーの開催 (再掲3-(2)-

②) 

男性の参加を促すため、体験編を、２回/

年、土曜日に開催します。 

こども福祉課 受講率 

30% 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

583人 

55 

●父子手帳の交付 
妊娠届出者全員に父子手帳を配付し、夫の

子育てへの参加を促します。 

こども福祉課 交付者 

全員に配付 

－ 

56 

●父親の育児サークルの活動支援 
子育て中の父親同士が交流・情報交換でき

る場を設け、地域での子育てを支援しま

す。 

こども福祉課 実施回数 

3回/年 

－ 

57 

●男性の生活能力向上講座の開催 
仕事と生活の調和に向けた気運の醸成を図

るとともに、男性の生活・自活能力の向上

を支援します。 

市民参画課 参加者 

20人/年 

11% 

58 

●男性の消費生活講座への参加促進 
いきいきと安心して生活を過ごせるよう、

暮らしに関する情報や役立つ知識などを

テーマに開催します。 

産業振興課 男性参加率 

20% 

 
 

 
 



【基本目標２】 

- 36 - 

施策分野施策分野施策分野施策分野((((２２２２)))) 男女男女男女男女がいきいきとがいきいきとがいきいきとがいきいきと働働働働けるけるけるける就業環境就業環境就業環境就業環境    

 

性別に関わりなく、働きたい人がその能力を発揮できる社会づくりは、多様

な個性が力を発揮し、共存できる社会の推進につながり、少子化が進展し労働

力不足が懸念される現状において、経済社会の活力の源という点からも重要な

ことです。 

特に出産、子育てなどによりいったん就業を中断した女性が多い現状を踏ま

え、再就職しやすいように、女性の就労や起業に関する相談体制の充実等を図

ります。 

また、農業に携わる女性の労働を正当に評価するよう、労働条件の明確化や

人材の育成等を推進します。 
 

施策施策施策施策①①①①    就業就業就業就業・・・・起業起業起業起業のののの支援支援支援支援    

 

出産・子育て等で就業を中断した女性の再就職や起業の支援などの情報提供

や相談体制の充実に努めるほか、男女を問わず、就業に関する情報提供や相談

を行います。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

2回/年 

59 

●女性の起業・チャレンジ相談 
様々な立場の女性に合わせた就職や起業に

関する情報提供、相談を実施します。 

市民参画課 開催回数 

2回/年 

－ 

60 

●女性交流支援ルーム情報スペースで
の資格関係の情報提供 
ハローワークや公共機関の実施する資格取

得情報の提供、資格取得に関する図書等の

配架を行います。 

市民参画課 利用者 

100人/年 

1回 /月･約

60% 
61 

●職業に関する情報提供 
京田辺市産業総合情報サイトにおいて事業

所の情報等を掲載します。 

産業振興課 情報更新頻

度・掲載市

内企業 1回/月･約

80% 

20件/年 

62 

●D-eggの支援 
入居費の一部補助、インキュベーション

コーディネーターの配置の支援を行いま

す。 

産業振興課 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

の企業訪問 

40件/年 

2回/年 

350人/回 
63 

●学研都市就職フェアの開催 
中小企業の求人支援のため、木津川市・精

華町・ハローワークと共同で開催します。 

産業振興課 開催頻度・

来場者 

2回/年 

500人/回 

64 
●就業・職業能力開発に関する情報提供 
求職者に対し就業等に関する情報提供を行

います。 

社会福祉課 実施 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

1人 

65 

●就業に関する相談体制の充実 
就労支援員を配置し、生活困窮者を対象と

して就業に関する相談を行います。 

社会福祉課 就労支援員

の配置 
1人 

 

 

施策施策施策施策②②②②    農業者農業者農業者農業者・・・・自営業者自営業者自営業者自営業者へのへのへのへの支援支援支援支援    

 

農業・商工自営業において、固定的な性別役割分担意識を解消し、女性が正

当な評価を受けられるよう、認定農業者14共同申請や家族経営協定15等を促進し、

男女が対等なパートナーとして経営等に参画できるように支援します。 

また、女性が働きやすい労働環境の整備や人材育成支援を行います。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

66 

●男女共同参画に関する情報発信 
農業者・商工自営業者に男女共同参画や女

性交流支援ルームに関する情報を発信しま

す。 

市民参画課 実施 

2人 

67 

●女性農業士育成支援事業 
地域の女性リーダーとして女性の農業者全

体の能力開発や地位向上を図るため、女性

農業士を育成します。 

農政課 女性農業士 

2人 

0台/年 

68 

●女性の起業に対する補助（機械整備

事業） 
加工用機械等に対する補助金を交付しま

す。 

農政課 台数 

1台/年 

5団体 

 
69 

●農村女性グループ育成事業 
地域の農村女性が、特産品育成開発等を軸

とした女性団体を結成し、活動することに

対して支援を行います。 

農政課 団体  

7団体 

5件 

70 

●認定農業者共同申請の促進 
認定農業者共同申請に関する広報等による

啓発を行います。 

農政課 認定農業者

共同申請 

7件 

                             
14    認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者: 農業を営む人が、自分の農業経営について改善する必要のあるものを掲げ、

５年後の経営目標を達成するための方法を「農業経営改善計画認定申請書」として提出し、

市町村が基本構想に資すると認定した農業者のことです。 
15    家族経営協定家族経営協定家族経営協定家族経営協定: 家族経営の農業において、家族の皆が話しあって方針、報酬、労働時間、

休日、経営の移譲などの世帯員相互間のルールを文書にして取り決めたものをいいます。 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

71 

●家族経営協定の促進 
家族経営協定に関する案内をホームページ

に掲載し、啓発を行います。 

農業委員会

事務局 

実施 

 

 

施策施策施策施策③③③③    セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントのののの防止防止防止防止    

 

セクシュアル・ハラスメント16を防止するための啓発活動を行うとともに、

セクシュアル・ハラスメントが生じた場合の早急な解決に向け、相談体制の充

実に努めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

72 

●女性の相談室 (再掲3-(1)-①) 
女性のための相談（専門相談・法律相談・

一般相談）を実施します。また、相談カー

ドを公共施設等に配架し、相談窓口の周知

を図ります。 

市民参画課 実施 

2回/月 

73 
●なやみごと相談 
人権擁護委員、行政相談委員によるなやみ

ごと相談を実施します。 

人権啓発推

進課 

相談の実施 

2回/月 

74 

●セクシュアル・ハラスメントに関す

る情報提供 

セクシュアル・ハラスメント関連の情

報を提供します。 

市民参画課 

社会福祉課 

実施 

 

 

 

 

                             
16 セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント(Sexual harassment): 性的な言動により相手方の生活環境を

害すること及び性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをい

います。性的な言動を間接的に受けたことへの対応により、間接的に受けた者が何らかの不

利益を受けるもの、あるいは職場などあらゆる場での環境が不快になることまでをも含んで

います。 
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施策分野施策分野施策分野施策分野((((３３３３)))) 多様多様多様多様ななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルにににに応応応応じたじたじたじた子育子育子育子育てててて・・・・介護介護介護介護    

 
男性も女性も、働いている人もそうでない人も、安心して子育てや介護がで

きる社会の実現に向け、子育てや介護を社会全体で支援する環境づくりがます

ます重要になっています。また、核家族世帯やひとり親家庭の増加、地域のつ

ながりの希薄化などにより、育児等の援助を身近に求めることが難しく、不安

や困難を抱えている家庭も少なくありません。 

多様化するライフスタイルに対応した子育て支援・介護支援サービスの充実

や、利用促進に努めるとともに、子育てや介護の悩みや不安を軽減・解消でき

るような相談体制の充実を図ります。 

また、ひとり親家庭が不安や困難を抱え孤立することを防ぐため、情報提

供・相談の充実や、経済的な負担の軽減に努めます。 
 

施策施策施策施策①①①①    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

 

保育所の計画的な整備を進め、待機児童をなくすとともに、多様な働き方に

対応した延長保育、病児・病後児保育などの保育サービスや学童保育を充実さ

せ、仕事と子育ての両立が図れるよう、幅広い支援を図ります。 

また、関係機関と連携を図りながら、地域における子育て支援、相談などに

努めます。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

75 

●保育サービスの充実 
就労・出産・病気等（年度途中の就労等も

含む。）で家庭における保育ができない場

合など、子育て家庭の保育ニーズに合わせ

た多様な保育サービスの提供に努めます。 

こども福祉課 

学校教育課 

実施 

1,634人 

76 

●一時的保育事業 
保護者の就労形態の多様化や、色々な保育

ニーズに応えるため、一時保育を河原保育

所で実施します。 

こども福祉課 利用者 

(延べ人数) 

1,900人 

18人 

77 

●乳幼児健康支援デイサービス事業

（病児・病後児保育事業） 
保護者が安心して就労ができるよう、集団

保育のできない病児・病後児を預かりま

す。 

こども福祉課 利用者 

(延べ人数) 

50人 

41人 

78 

●乳児保育促進事業 
産後57日目から乳児を受入れ、安心して就

労できるよう、支援します。 

こども福祉課 利用者 

(延べ人数) 

希望者全員

の受入れ 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

2箇所 

79 

●子育て支援拠点事業の推進 
地域の子育て支援情報の収集・提供に努

め、子育て全般に関する専門的な支援を行

う拠点施設を設けます。 

こども福祉課 拠点 

3箇所 

(a)296人 

(b)89人 

(c)39人 

80 

●ファミリーサポートセンター事業 
子育ての援助を受けたい人と援助をしたい

人が相互援助を行う会員組織活動であり、

地域の中での支え合いにより安心して子育

てできるよう活動します。 

こども福祉課 登録会員 

(a)おねが

い会員 

(b)おまか

せ会員 

(c)どっち

も会員 

(a)420人 

(b)120人 

(c)60人 

81 
●子育て支援医療費助成事業 
乳幼児、児童・生徒の医療費負担の保護者

への軽減を行います。 

こども福祉課 実施 

82 
●自立支援制度（療育サービス）の提供 
言葉や行動に心配や不安のある就学前の幼

児の発達支援を行います。 

こども福祉課 実施 

83 
●特別児童扶養手当の支給 
障がいのある20歳未満の子どもを扶養して

いる保護者に支援を行います。 

こども福祉課 実施 

84 
●心身障害児童特別手当の支給 
障がいのある18歳未満の児童を扶養してい

る保護者に支援を行います。 

こども福祉課 実施 

こども福祉課 実施 

79回 85 

●育児サークル支援事業 
・地域子育て支援センターにおけるサーク

ル支援、サークルへの職員の派遣により活

動支援、サークルリーダー交流会への支援

を行います。 

・民生児童委員協議会による子育て支援事

業への支援を行います。 

社会福祉課 子育てサロ

ン開催回数 
90回 

86 

●産後ヘルパー派遣事業 
産後家事や育児が困難な家庭に対してヘル

パーを派遣し、家事・育児の援助等を行い

ます。 

こども福祉課 実施 

87 

●家庭児童相談室における相談 
18歳未満の児童に関する様々な問題につい

て、家庭や関係機関等からの相談に応じ、

助言・指導などを行っています。 

こども福祉課 実施 

88 

●子どもへの虐待防止・早期発見・相

談体制の強化 
要保護児童対策地域協議会を中心に、関係

機関との連携・ケース会議の実施により、

虐待ケースの早期発見・適切な対応を行い

ます。 

こども福祉課 実施 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

9回(各小学

校区で取組) 

89 

●地域子育てセミナーの開催 
家庭教育のあり方を見つめ直し、様々な年

代に応じ、子育てについて考える機会を提

供するため、子育てを支援するセミナーを

開催します。 

社会教育課 セミナー 

9回(各小学

校区で取組) 

18区･自治会 

90 

●子どもの居場所づくり事業 
将来の地域を担う子どもたちが、心豊かで

たくましく成長するために、地域が自主

的・主体的に実施している安全・安心な子

どもの居場所づくりの取組を支援します。 

社会教育課 申請団体 

23区･自治会 

8幼稚園で取

組 

91 

●地域子育て井戸端会議の開催 
家庭教育のあり方を見つめ直し、様々な年

代に応じ、子育てについて考える機会を提

供するため、子育てを支援するセミナーを

開催します。 

社会教育課 セミナー 

8幼稚園で取

組 

92 

●留守家庭児童会の運営 
学校の放課後等に就労などで家庭に保護者

がいない留守家庭の児童を保護し、その健

全な育成を図ります。また、待機児童を出

さないためにも施設整備、指導員体制の強

化を図ります。 

社会教育課 実施 

93 

●子育て相談の推進 
民生児童委員による各地域での随時相談実

施や関係機関との連携強化を行います。 

社会福祉課 実施 

 

 

施策施策施策施策②②②②    ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭へのへのへのへの支援支援支援支援    

 

ひとり親家庭において、安心して子育てを行い、子どもが健やかに成長する

ことができるよう、情報提供・相談の充実や、経済的な負担の軽減を図ります。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

94 

●情報提供・相談 
ひとり親に関する制度(京都府の制度を含

む。)の案内、相談の充実、必要に応じて

専門機関へ案内します。また、家庭児童相

談室で家庭・子育て相談に応じます。 

こども福祉課 実施 

3回/年 

95 

●ひとり親家庭交流会事業 
ひとり親家庭の親子が孤立せず、周囲と交

流できるように今後も交流会の場を設けま

す。 

こども福祉課 開催 

3回/年 



【基本目標２】 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

96 

●母子会活動の支援 
補助金の支給、活動への積極的な支援を行

います。 

こども福祉課 実施 

97 

●児童扶養手当の支給事業 
ひとり親家庭（両親がいる場合でも父母の

一方が重度障がいの家庭も含む。）の生活

安定と自立促進のために手当を支給しま

す。 

こども福祉課 実施 

98 

●特別児童福祉手当事業 
ひとり親家庭（両親がいる場合でも父母の

一方が重度障がいの家庭も含む。）の児童

の健全な育成を助長するために手当を支給

します。 

こども福祉課 実施 

2回/年 

99 

●福祉医療（母子）費助成事業 
母子家庭の母と児童の福祉向上のために、

広報紙、ホームページで制度をお知らせす

るとともに、該当者に医療証の交付をし、

医療費の給付を行います。 

国保医療課 広報での制

度の案内 

2回/年 

 

 

施策施策施策施策③③③③    介護支援介護支援介護支援介護支援    

 

介護福祉サービスの基盤整備・充実を図り、社会全体で介護を支え合う仕組

みづくりを進めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

129人 

100 

●家族介護支援事業 
介護家族等に対し、介護教室や交流会を開

催し、その身体的・精神的負担の軽減を図

ります。 

高齢介護課 参加者 

150人 

860人 

101 

●認知症サポーター養成事業 
地域における認知症高齢者のサポート体制

の強化を図るため、認知症サポーターを養

成し、認知症の知識の普及と連携体制を整

備します。 

高齢介護課 サポーター 

1,000人 

48人 

102 

●短期入所サービス支援事業 
介護者の疾病等の理由により介護が一時的

にできないときなどに短期入所サービスを

利用したときの費用助成を行います。 

高齢介護課 利用者 

50人 
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基本目標    
 

一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが健健健健やかにやかにやかにやかに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

    

施策分野施策分野施策分野施策分野((((１１１１))))    互互互互いのいのいのいの生生生生きききき方方方方のののの尊重尊重尊重尊重    

 

配偶者間の暴力は、重大な人権侵害であるにもかかわらず、個人的、家庭内

の問題として捉えられ、被害が潜在化する傾向があります。これらの暴力の背

景には、社会全般の認識が向上しておらず、また、経済的・社会的に自立する

ことが困難であることから被害者が暴力を受忍せざるを得ない環境に置かれて

しまう事例が多いと考えられます。 

こうした状況を踏まえ、あらゆる暴力を許さない意識の啓発や、被害者が相

談しやすい体制づくりを通じて、被害の潜在化を防止するとともに、被害者の

保護・自立支援体制を充実します。 

また、性的指向17を理由として困難な状況に置かれている人々については、

人権尊重の観点からの配慮が必要です。「ＬＧＢＴ18」への理解促進に向けた

啓発活動等を通じ、互いの人権を尊重し、誰もが社会参画できる環境づくりに

努めます。 
 

施策施策施策施策①①①①    配配配配偶者間暴力偶者間暴力偶者間暴力偶者間暴力のののの防止防止防止防止    

 

配偶者間の暴力は、重大な人権侵害であることを市民に広報・啓発を行って

いきます。 

被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性等に応じて、相談、保護、生

活・就業等の支援、情報提供等をきめ細かく実施します。また、関係機関等の

連携により、中長期的見守りなど切れ目のない被害者支援を進めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

103 

●女性の相談室 (再掲2-(2)-③) 
女性のための相談（専門相談・法律相談・

一般相談）を実施します。また、相談カー

ドを公共施設等に配架し、相談窓口の周知

を図ります。 

市民参画課 実施 

                             
17    性的指向性的指向性的指向性的指向::::    人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、

恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を

指します。 
18     ＬＧＢＴＬＧＢＴＬＧＢＴＬＧＢＴ (Lesbian Gay Bisexuality Transgender): 女性同性愛者（レスビアン、

Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexuality）、そ

してトランスジェンダー（Transgender）の頭文字を用い、これらの人々をまとめた呼称とし

て使われます。同義の「性的マイノリティ(性的少数者)」が、第三者的な立場からの呼称で

あるのに対して、「ＬＧＢＴ」は当事者の立場からの自称に使用されます。 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

104 

●配偶者間暴力のケース検討会議の開催 
ケース内容による福祉・保健担当課との

ケース検討会議を開催し、連携を深めま

す。 

市民参画課 会議 

1回/年以上 

－ 

105 
●関係機関・団体との連携 
警察等との連携により配偶者間暴力の被害

者の保護支援体制を強化します。 

市民参画課 

社会福祉課 

こども福祉課 

担当者会議 

1回/年以上 

106 

●京都府家庭支援総合センター（配偶者

暴力相談支援センター）との連携強化 
京都府家庭支援総合センターとの連携を図

り、被害者をサポートし、その後の自立に

向けて支援します。 

市民参画課 

社会福祉課 

こども福祉課 

実施 

1回/年 

107 

●女性に対する暴力をなくす運動週間

事業 
田辺警察署との共催による啓発（街頭啓

発・意識啓発の講演会の実施）を行いま

す。 

市民参画課 開催 

1回/年 

108 

●相談の広域連携 
相談に関する研究会等（南部７市男女共同

参画担当職員研究会、京阪奈ＤＶ被害者支

援連絡会）を実施します。 

市民参画課 実施 

109 

●近隣市の相談窓口相互利用 
京都府南部４市、京阪奈北近隣６市での女

性相談窓口の相互利用を促進します。 

市民参画課 実施 

110 

●民生委員等関係団体に対する研修の

充実 
民生児童委員等に対し関係機関主催の研修

会への参加を要請します。 

社会福祉課 実施 

2回 

111 

●男性のための電話相談 
配偶者や子どもの問題、セクシュアル・ハ

ラスメントや配偶者間の暴力など、男性の

抱える様々な悩みに男性の専門相談員が相

談を受け、悩みの解消につなげます。 

市民参画課 相談回数 

3回 
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施策施策施策施策②②②②    多様多様多様多様なななな生生生生きききき方方方方をををを認認認認めめめめ合合合合うううう意識意識意識意識のののの創造創造創造創造    

 

性の多様性について、正しい知識を得ることができるよう、啓発に努めます。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

－ 

112 

●ＬＧＢＴの理解のための啓発 
人権研修会のテーマとしてＬＧＢＴについ

て取り上げます。 

人権啓発推

進課 

講演 

5年間で1回

以上 
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施策分野施策分野施策分野施策分野((((２２２２)))) 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた心身心身心身心身のののの健康健康健康健康    

 
男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、相手に対する思いやりを持っ

て生きていき、生涯を通じて心身共に健康で安心して暮らせることは、男女共

同参画社会の形成において大変重要です。 

特に、女性は妊娠、出産といった身体的特性を備えているため、男性とは異

なる様々な健康上の問題を抱えています。 

互いの性や身体を正しく理解し、尊重する意識を普及・啓発するとともに、

性差に配慮した各種健康診断の充実、心身の健康について正確な知識と情報の

提供に努め、生涯を通じた市民の健康づくりを図ります。 
 

施策施策施策施策①①①①    男女男女男女男女のののの性性性性をををを理解理解理解理解・・・・尊重尊重尊重尊重するするするする意識意識意識意識のののの浸透浸透浸透浸透    

 

子どもの頃から互いの身体的性差を十分理解し合い、相手に対する思いやり

を持つよう、子どもの発達段階に応じた適切な性教育を推進します。 

また、ＨＩＶ／エイズ19や薬物等に関する知識の普及・啓発に努め、正しい

理解が得られるよう取り組みます。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

113 

●性に関する教育の推進 
各小中学校の実態・発達段階に応じて特別

活動等の時間で計画的に実施します。 

学校教育課 実施 

114 

●ＨＩＶ／エイズについて児童・生徒

への教育の推進 
各校の性に関する教育の指導計画に基づき

保健の授業で実施します。 

学校教育課 実施 

115 

●ＨＩＶ／エイズ、薬物乱用等の意識

啓発 
保健所など関係機関と連携し、成人式での

パンフレットの配布や庁内掲示及びホーム

ページや広報による意識啓発を実施しま

す。 

健康衛生課 実施 

 

 

 

 

                             
19    ＨＩＶ／ＨＩＶ／ＨＩＶ／ＨＩＶ／エイズエイズエイズエイズ(Human immunodeficiency virus／acquired immune-deficiency syndrome）: 

エイズとは、ＨＩＶウイルスに感染し、発病するとＡＩＤＳ（後天性免疫不全症候群）とい

う慢性難治性疾患になることをいいます。 
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施策施策施策施策②②②②    妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産期出産期出産期出産期のののの健康支援健康支援健康支援健康支援    

 

妊娠・出産期の女性を対象にした健康診査・指導等を充実し、母体の健康支

援に努めるとともに、安心して出産・子育てに臨めるよう相談体制を充実しま

す。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

116 

●母子健康管理指導事項連絡カードの

配付と情報提供 
働く妊産婦が主治医から受けた指導事項の

内容を勤務先に的確に伝えられるよう、必

要時に使用することを母子健康手帳交付時

に情報提供します。 

こども福祉課 実施 

117 

●妊婦の健康診査の充実 
１回の妊娠につき基本健診14回分と各種血

液検査等を公費助成します。 

こども福祉課 実施 

118 

●妊婦歯科健診の充実 
１回の妊娠につき１回歯科健診を公費助成

します。 

こども福祉課 実施 

24.0% 

119 

●パパママセミナーの開催 (再掲2-(1)-

②) 

男性の参加を促すため、体験編を、２回/

年、土曜日に開催します。 

こども福祉課 受講率 

30% 
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施策施策施策施策③③③③    ライフステージライフステージライフステージライフステージにににに応応応応じたじたじたじた男女男女男女男女のののの健康健康健康健康づくづくづくづくりりりり    

 

男女の生涯にわたる健康の保持・増進に向け、ライフステージに応じた各種

健康診断や教室・相談等を実施します。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

(a)  

ｱ 99.1% 

ｲ 94.0% 

ｳ 86.5% 

(b) 

ｴ 96.1% 

ｵ 87.4% 

ｶ 実施 

(c)78.6% 
120 

●母子保健事業の推進 
(a)3か月健診、1歳半健診、3歳半健診を実

施します。 

(b)10か月発達相談、2歳児発達相談、乳幼

児相談を実施します。 

(c)こんにちは赤ちゃん事業を実施しま

す。 

こども福祉課 (a) 各受診

率 

ｱ 3か月健診 

ｲ 1歳半健診 

ｳ 3歳半健診 

 

(b) 各相談

受診率 

ｴ 10か月発

達相談 

ｵ 2歳児発達

相談 

ｶ 乳幼児相

談 

 

(c) 赤ちゃ

ん訪問率  

(a) 

ｱ 100% 

ｲ 95% 

ｳ 90% 

(b) 

ｴ 95% 

ｵ 90% 

ｶ 実施 

(c)95% 

82回 

121 

●健康相談・訪問指導相談 
一般健康相談、こころの健康相談、各種健

康教室時の健康相談、訪問など保健指導を

充実します。 

健康衛生課 健康相談 

82回 

236回 

4,551人 

122 

●健康教育の推進 
プランニングYour Life（30歳代）、ヘル

スアップセミナー（40歳～64歳）、地域へ

の健康教室、がん検診などの健康教室を充

実します。 

健康衛生課 実施回数 

参加者 

240回 

4,600人 

25.4% 

123 

●健（検）診事業 
骨粗鬆症予防検診、・歯周疾患予防検診、

健康診査（30・35歳・生活保護世帯）など

の健（検）診を推進します。 

 

健康衛生課 健 康 診 査

(30・35歳)

の受診率 1%増 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

(a)12.7% 

(b)16.7% 

(c)14.9% 

(d)31.2% 

(e)28.1% 124 

●がん検診事業 
各種がん検診事業、女性特有のがん検診事

業、子宮頸がん予防ワクチン接種の助成事

業などがん検診を充実します。 

健康衛生課 (a)胃がん

受診率 

(b)大腸が

ん受診率 

(c)肺がん

受診率 

(d)乳がん

受診率 

(e)子宮が

ん受診率 

1%増 

一次予防 

5,662人 

二次予防 

2,750人 
125 

●介護予防事業 
高齢期の健康づくり事業として健康相談や

介護予防教室などの一次・二次予防事業の

充実や地域活動組織への支援を図ります。 

健康衛生課 ・一次予防

事業参加者 

(延べ人数) 

・二次予防

事業参加者 

(延べ人数) 

一次予防 

5,700人 

二次予防 

3,000人 

1,057人 

126 
●人間ドック助成事業 
人間ドック・脳ドックについて、受診費用

の助成を行います。 

国保医療課 受診者 

2,000人 

44.4% 

127 
●特定健診事業 
内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査に

ついて、健診を実施します。 

国保医療課 受診率 

65% 

948人 

128 

●鍼灸マッサージ施術費助成事業 
高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図る

ため、鍼灸マッサージ施術費の一部助成を

行います。 

国保医療課 受給者 

1,200人 
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施策分野施策分野施策分野施策分野((((３３３３)))) 誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境    

 
高齢化が進む中、性別や年齢、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して暮

らせる環境づくりがますます重要になってきています。しかしながら、女性の

高齢者や障がい者は、女性であることで複合的に困難な状況に置かれている場

合があり、固定的な性別役割分担意識などから、より一層自立や多様な生き方

が阻まれることが少なくありません。 

高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って生活する

ため、社会参加・就労支援をはじめ、福祉サービスの充実を図り、誰もが社会

の重要な一員として社会参画できる環境づくりに努めます。 

また、高齢者や障がい者はもちろんのこと、すべての市民が地域で安心して

暮らせるよう、自主防災組織等の支援など、防犯・防災体制の強化に努めます。 
 

施策施策施策施策①①①①    高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加・・・・就労支援就労支援就労支援就労支援    

 

高齢社会を豊かで活力ある社会とするため、高齢者の社会参加と生きがいづ

くりを支援します。 

また、障がい者が自立して日常生活や社会生活を確保できる環境整備を進め

ます。 
 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

4,158人 

129 

●老人クラブ活動の支援 
高齢者の生きがいづくり、社会奉仕活動や

友愛訪問活動など、老人クラブ連合会及び

地域の単位老人クラブに助成を行い、老人

クラブの育成を支援します。 

高齢介護課 会員数 

5,000人 

594人 

130 

●シルバー人材センターの支援 
高齢者の就業機会の確保に努めることで、

高齢者の生きがいづくり、積極的な社会参

加を進める事業等の支援をします。 

高齢介護課 会員数 

630人 

131 

●高齢者スポーツ活動の支援 
ゲートボール、タナベースボール20などの

高齢者スポーツ活動を支援します。 

社会体育課 実施 

132 

●障害者生活支援センター「ふらっ

と」における男女の相談員配置 
障がい者が地域で自立した社会生活が営め

るよう相談支援を行うにあたり男女の相談

員を配置します。 

障害福祉課 実施 

                             
20202020    タナベースボールタナベースボールタナベースボールタナベースボール: 平成２年（1990年）４月に京田辺市体育指導委員が生み出した京田辺

市発祥のニュースポーツです。 
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現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

133 

●福祉のまちモデル地区指定地域への

啓発 
不特定多数の人が利用する公共性の高い施

設が集まっている地域をモデル地区に特定

し、障がい者や高齢者に配慮されたまちづ

くりを促進します。 

障害福祉課 実施 

134 

●配偶者間暴力に関する点字相談案内

パンフレットの作成 
パンフレットを福祉事務所、社会福祉協議

会等の窓口に配架し、障がい者への相談窓

口の周知を図ります。 

市民参画課 作成 

 

 

施策施策施策施策②②②②    防犯防犯防犯防犯・・・・防災防災防災防災におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    

 

すべての市民が安全で、安心して暮らしていける地域の確立を図るため、防

犯・防災組織の育成・支援に努めます。 

 

現状 
NO. 事業名／事業内容 担当課 指標名 

目標 

135 

●綴喜防犯推進委員連絡協議会レ

ディース隊員との連携 
市民参画による防犯体制を強化するため、

田辺警察署と連携して綴喜防犯推進委員連

絡協議会の女性会員（レディース隊員）の

普及・啓発に努めます。 

安心まちづ

くり室 

実施 

－ 

136 

●自主防災組織設立時の男女共同参画

に関する研修 
設立時の研修において男女共同参画に関す

るメニューを取り入れます。 

安心まちづ

くり室 

研修実施設

立団体 

3団体/年 

2人 

137 

●男女共同参画の視点による自主防災

組織の育成 
自主防災組織の女性リーダーの育成を図り

ます。 

消防総務課 女性リーダー 

3人以上 

5人 

138 

●女性消防団員の確保 
市民の生命及び財産を火災やその他の災害

から守るため女性消防団員の確保を図りま

す。 

消防総務課 女性団員 

5人 

 
 



 

- 52 - 

 



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                    
    

    

第第第第３３３３章章章章    推進体制推進体制推進体制推進体制    
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（１）男女共同参画審議会の設置 

計画の推進にあたって、市民の意見を反映させるため、学識経験者、各種関

係団体の代表者、教育・企業関係者及び市民で構成される「京田辺市男女共同

参画審議会」を設置し、本計画の進捗状況を点検・評価し、計画推進に関する

重要事項の調査審議を行います。 

また、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼ

すと認められる施策についての苦情及び意見への対応に当たって、必要がある

ときは、「京田辺市男女共同参画審議会」の意見を聴きます。 

 

（２）事業所・市民団体の男女共同参画推進員との連携 

行政だけでなく、広く市内全体で男女共同参画のまちづくりに取り組んでい

くために、市民や地域の市民団体及び事業所とのパートナーシップ21を確立し、

男女共同参画に関する意識の向上とそれぞれの主体的な取組の促進を図ります。 

市は、事業所及び市民団体に対し、それぞれの活動における男女共同参画を

推進するため、啓発その他の活動を中心となって取り組む「京田辺市男女共同

参画推進員」の設置を促進し、推進体制を充実していきます。 

なお、「京田辺市男女共同参画推進員」の設置について報告があったときは、

当該推進員に対し、男女共同参画をより効果的に推進できるよう、情報の提供、

研修の実施などの支援をします。 

また、男女の自立と共同参画を推進する市民活動をはじめ、市民の多様な自

主的活動への支援に努めます。 

 

（３）女性交流支援ルームの運営 

男女共同参画社会の実現に資する施設として設置する「京田辺市女性交流支

援ルーム」では、男女共同参画に係る市民団体の交流支援、情報提供体制の整

備、女性の相談室の充実などを進めていきます。 

また今後、市民や市民団体の気運の高まりを踏まえつつ、拠点施設の整備を

検討します。 

 

 

    

 

本計画に基づいて、男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、「京田辺市男女共同参画推進会議」を定期的に開催し、庁内の広範多

岐にわたる関連施策の総合調整や進行管理を行います。また、政策担当部署と

の連携強化を図り、全庁的な取組を推進します。 

                             
21    パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ(Partnership）: 互いを自立した主体的存在として認めあい、対等な立場

で連携・協力し合う関係をいいます。 
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計画の進捗状況を点検・評価するため、年度ごとに施策の実施状況について

取りまとめ、「京田辺市男女共同参画推進会議」及び「京田辺市男女共同参画

審議会」において、課題の整理・検討を行い、その結果を市民に公表します。 

また、計画期間の中間年に行う市民意識調査の結果を中心に施策の達成状況

を確認し、事業の見直しの参考とします。 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

                    
    

    
 

資資資資    料料料料    編編編編    
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【平成21年度】 

平成21年 10月 

11月 

 

12月 

○ 経営会議（策定方針・スケジュール） 

○ 京田辺市男女共同参画推進会議（第１回） 

○京田辺市男女共同参画推進研究会（第１回） 

○ 市民意識調査票の各課意見照会 

○京田辺市男女共同参画推進研究会（第２回） 

平成22年 １月 ○ 京田辺市男女共同参画推進会議（第２回） 

○ 京田辺市男女共同参画推進懇話会（第５回） 

 ２月 ○市民意識調査の実施  

【平成22年度】 

平成22年 ５月 

６月 

 

 

 

７月 

８月 

 

 

９月 

 

 

10月 

 

 

11月 

 

 

 

12月 

○ 議会総務常任委員協議会 

○ 京田辺市男女共同参画推進会議（第１回） 

○京田辺市男女共同参画推進研究会（第１回） 

○ 京田辺市男女共同参画推進懇話会（第１回） 

○ 京田辺市男女共同参画推進懇話会へ諮問 

○ 京田辺市男女共同参画推進研究会（第２回） 

○第２次京田辺市男女共同参画計画に盛り込む具体的事

業調査に係る部局別説明会 

○ 具体的事業調査の実施 

○ 男女共同参画に関する各種団体意見調査の実施 

○ 男女共同参画計画づくりのためのワークショップ（計

２回） 

○ 京田辺市男女共同参画推進研究会（第３回） 

○京田辺市男女共同参画推進会議（第２回） 

○京田辺市男女共同参画審議会＊（第１回） 

○京田辺市男女共同参画推進研究会（第４回） 

○ 京田辺市男女共同参画推進会議（第３回） 

○京田辺市男女共同参画審議会（第２回） 

○計画に掲げる事業内容等各課照会 

○ 市議会総務常任委員協議会（報告） 

○第２次男女共同参画計画（中間案）説明会 

○ 中間案に対する市民意見募集（パブリックコメント）

の実施（12月～１月 ） 

平成23年 １月 

 

２月 

 

 

 

 

３月 

○京田辺市男女共同参画推進研究会（第５回） 

○京田辺市男女共同参画推進会議（第４回） 

○ 京田辺市男女共同参画審議会（第３回） 

○ 京田辺市男女共同参画審議会（第４回） 

○京田辺市男女共同参画審議会から答申 

○パブリックコメント結果公表 

○ 経営会議（決定） 

○市議会総務常任委員協議会（報告） 
 
＊ 平成22年（2010年）10月１日、京田辺市男女共同参画推進条例施行により、「京田辺市男女共同

参画推進懇話会」が「京田辺市男女共同参画審議会」となりました。
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計画の策定にあたっては、多くの市民の方々に参画していただきました。 

    
（１）市民意識調査の実施 

計画の策定にあたって、より広範な市民のみなさんのご意見を反映させるた

め、意識調査を実施しました。 

 

① 調査対象 

市内在住の20歳以上の男女各1,000人の方を無作為に抽出 

 

② 調査項目 

・家庭生活について 

・仕事について 

・地域活動・社会活動について 

・配偶者間の暴力について 

・男女共同参画施策などについて 

 

③ 調査期間 

平成22年２月１日（月）～２月12日（金） 

 

④ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

⑤ 回収状況 

 

配布数 有効回収数 有効回収率 

2,000通 1,105通 55.3％ 
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（２）各種団体意見調査の実施 

 

各種団体活動における男女共同参画の現状及び課題を把握するとともに、男

女共同参画社会の実現に向けた提案を募ることにより、計画の基礎資料とする

ために、各種団体意見調査を実施しました。 

    

①  調査概要 

 

調査対象 

・女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体 

・第15回京たなべ男女共同参画週間事業実行委員会参加団体 

・その他の団体で、男女共同参画社会を形成していく上で、特に意

見を聴取することが望ましいと認められる分野に係る団体 

配付数 62件 

回収数 32件 

調査期間 平成22年９月２日（木）～９月14日（火） 

質問項目 ４問（全問自由記述形式） 

調査方法 
配付：郵送又は手渡し 

回収：持参、ＦＡＸ、電子メール又は郵送 

 

②  調査結果 

 

問１ 貴団体において、男女共同参画を意識した取組をされていますか。 

「特に意識したことがない」という回答が過半数を占めていた。 

その中で、構成員の性別に偏りがある団体は、普段の活動の中で意識する

必要性を感じていないという回答が多く、また、男女共に参加が見られる団

体においては、性別による差別や隔たり等はなく、平等に活動・運営ができ

ているという回答が多かった。 

 

問２ 貴団体で男女共同参画を推進するにあたって、課題となっていることが

ありますか。 

「特に課題はない」という回答が約半数だった。 

一方、課題としては、男性の参加が少ないことや、男性が活動しにくい雰

囲気があるなどがあがった。 
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問３ 問２であげていただいた課題を解決するために、どのような方法がある

とお考えですか。 

男性の参加が少ないという課題に対して、少数の男性が孤立しないように

配慮した運営をすること、男性のニーズを把握するという意見等があがった。 

 

問４ 最後に、男女共同参画社会を形成していく上で、ご意見・ご提案などが

ございましたら、ご自由にお書きください。 

保育所の拡充など、仕事と子育てが両立できる環境づくりと女性が出産・

子育て後に職場復帰しやすい条件整備を求める意見が多かった。 

また、男性の家庭参画促進や働きすぎの解消、退職後の地域活動への参加

促進等、男性の家庭・地域への参加のあり方に対する意見も多くみられた。 
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（３）ワークショップの開催 

 

計画の策定にあたって、市民のみなさんが男女共同参画社会の意義を理解し、

男女共同参画社会の形成に向けて取り組むべきことを探る作業を通して、男女

共同参画に関する関心を喚起するとともに、市民のみなさんの意見を計画の参

考資料として活用するために、「男女共同参画計画づくりのためのワーク

ショップ」を開催しました。 

 

①  開催日程・参加状況等 
 

 第１回 第２回 

日時 平成22年９月４日（土） 平成22年９月18日（土） 

参加者 
一般参加者 24名 

ファシリテーター ５名 

一般参加者 17名 

ファシリテーター ５名 

テーマ 
男女共同参画が実現したまちってど

んなまち？ 

男女共同参画でまちを元気にする方

法を考えよう！ 

 

②  意見概要 

【第１回】 

参加者を５グループに分け、グループごとに男女共同参画が実現したまち

にふさわしい将来像を検討した。 

その後、グループごとに検討結果を発表し、最もふさわしいと思う将来像

に１人３票ずつ参加者全員が投票した。 

    なお、最も投票の多かった将来像は次のとおりであった。 

   ・「地域も変(か)わる！家庭もかわる！私もかわる！」 19票 

   ・「『愛』育 ～みんなで愛を育てるまち～」     19票 

 

【第２回】 

第１回ワークショップでグループごとに検討した将来像を実現するために、

あらかじめ設定した15の課題に対して解決する方策を探った。 

なお、参加者の中で関心の高かった課題とそれに対する解決策は次のとお

りであった。 
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課題１ あらゆる分野において、女性の役員、管理職、リーダーが少ない。 

女性自身の参画意識が低い（職場、地域、政治等々）。 

【行政】 

審議会などの女性委員を増やす取組を進める。 取
組
ア
イ
デ
ア 

課
題
に
対
す
る 

【市民団体】 

代表役員に女性を登用する。女性のみの団体には男性も参画しやす

い雰囲気をつくる。 

 

 

課題２ 地域活動において、意思決定は男性が行い、実務や補助的なことは女

性がすることが多い。 

また、あらゆる世代が地域活動に参加していない。 

【市民】 

地域のコミュニティーを大切にし、誰もが参加しやすい雰囲気をつ

くる。 
取
組
ア
イ
デ
ア 

課
題
に
対
す
る 

【市民団体】 

組織運営において男女差をなくし、女性が意思決定に参加すること

を歓迎する雰囲気をつくる。 

 

＜ワークショップ風景＞ 
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（４）中間案説明会の開催 

 

京田辺市男女共同参画審議会が、計画（中間案）を市民のみなさん及び関係

団体のみなさんに説明するため、説明会を開催しました。 

 

開催日程・参加状況等 
 

 第１回 第２回 

日時 平成22年12月10日（金） 平成22年12月11日（土） 

場所 女性交流支援ルーム 社会福祉センター 

対象 
女性交流支援ルーム 

情報ボックス等利用団体 
市民等 

参加者数 ５団体７名 12名 

 

 

 

（５）中間案に対する市民意見募集(パブリックコメント)の実施 

 

京田辺市男女共同参画審議会が、計画策定についての答申の策定過程におい

て、公正の確保及び透明性の向上を図り、市民のみなさんのご意見等を考慮し

た意思決定を行うため、中間案に対する市民意見募集（パブリックコメント）

を実施しました。 

 

意見募集の概要 
 

意見募集期間 平成22年12月15日（水）～平成23年１月18日（火） 

公表資料 第２次京田辺市男女共同参画計画（中間案） 

意見募集方法 

ア 市ホームページに公表資料を掲載 

イ 市主要公共施設（16箇所）に公表資料を設置 

ウ 市公共施設等にパンフレットを配架 

意見提出者 ３名 

意見の件数 ５件 
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（６）同志社大学生による計画書・概要版イラストの作成 

 

計画策定過程において、より多くの市民のみなさんに関わっていただくため、

市民が作成したイラストを計画書及び計画書の概要版に掲載しました。 

 

 

イラスト作成者 

若年層の男女共同参画に関する関心を喚起するため、また、本市と同志社

大学との連携を考慮して同大学の美術部クラマ画会に所属する影山実乃里さ

んに作成をしていただきました。 

 

 
＜主なイラスト＞ 
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諮問書 

京 市 参 第 9 2 号 

平成 2 2年 ( 2 0 1 0年 ) 6月 3 0日 

 

京田辺市男女共同参画推進懇話会 

会 長  浜 岡 政 好  様 

 

                     京田辺市長  石 井 明 三   

 

 

第２次京田辺市男女共同参画計画の策定について（諮問） 

 

 第２次京田辺市男女共同参画計画を定めたいので、京田辺市男女共同参画推進懇

話会設置要綱第２条に基づき、意見を求めます。 
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答申書 

平成 2 3年 ( 2 0 1 1年 ) 2月 1 5日 

京田辺市長  

石 井  明 三 様 

 

                       京田辺市男女共同参画審議会＊ 

会長  浜 岡  政 好   

 

第２次京田辺市男女共同参画計画について（答申） 

 

 平成22年6月30日付け、京市参第92号で諮問のありました上記のことについて、

本審議会で慎重に審議した結果、別添のとおりとりまとめましたので、京田辺市男

女共同参画推進条例第１８条第１項に基づき答申します。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
＊ 平成22年（2010年）10月１日、京田辺市男女共同参画推進条例施行により、「京田辺市男女共同

参画推進懇話会」が「京田辺市男女共同参画審議会」となりました。 
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【平成21年度】 

平成22年 １月13日  京田辺市男女共同参画推進懇話会（第５回） 

○市民意識調査の調査票（案）について 

    

【平成22年度】 

平成22年 ６月30日  京田辺市男女共同参画推進懇話会（第１回） 

○第２次京田辺市男女共同参画計画諮問 

○市民意識調査の結果について 

○計画策定のスケジュールについて 

 

平成22年 10月19日 京田辺市男女共同参画審議会＊（第１回） 

○現状と課題について 

○計画の基本目標・施策について 

 

平成22年 11月18日 京田辺市男女共同参画審議会（第２回） 

○計画中間案について 

 

平成23年 ２月８日 京田辺市男女共同参画審議会（第３回） 

○パブリックコメント対応について 

○計画素案について 

 

平成23年 ２月15日 京田辺市男女共同参画審議会（第４回） 

○パブリックコメント対応について 

○計画素案について 

第２次京田辺市男女共同参画計画答申 

パブリックコメント結果公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 平成22年（2010年）10月１日、京田辺市男女共同参画推進条例施行により、「京田辺市男女共同

参画推進懇話会」が「京田辺市男女共同参画審議会」となりました。 
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（敬称略・順不同） 

（１）学識経験者 

 氏  名 職 名 等 

会 長 浜 岡  政 好 佛教大学副学長 

副会長 中 村  艶 子 同志社大学言語文化教育研究センター准教授 

 味 沢  道 明 男の悩みホットライン相談員 

 橋 本  伸 也 市立小・中学校校長会 

 高 橋  圭 子 市社会教育委員 

 高 橋  秀 寿 京都労働局雇用均等室長 

 

（２）各種関係団体の代表者 

 氏  名 職 名 等 

 瀬 崎  洋 子 NPO法人そよかぜ子育てサポート 

 栗 田  富喜子 京都府女性の船ステップあけぼの京田辺支部 

 岡 山  稔 人権擁護委員 

 

（３）その他市長が認める者 

 氏  名 職 名 等 

 相 川  正 弘 市内民間企業 

 矢 嶋  美千代 市民公募 

 渡 邉  明 子 市民公募 
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年次 京田辺市の動き 京都府の動き 日本の動き 世界の動き 

昭和50年 

（1975年） 

  ●「義務教育諸学校等の

女子教育職員及び医療

施設社会福祉施設等の

看護婦、保母等の育児

休業に関する法律」公

布 

●婦人問題企画推進本部

設置 

●婦人問題企画推進本部

に参与を設置 

●婦人問題企画推進本部

会議開催 

●国際婦人年（目標：平

等、発展、平和） 

●国際婦人年世界会議

（メキシコシティ）

「世界行動計画」採択 

昭和52年 

（1977年） 

 ●京都府議会「婦人の地

位向上のための請願」

趣旨採択 

●女性政策担当窓口設置 

●京都府婦人関係行政連

絡会設置 

●京都府婦人問題協議会

設置 

●「国内行動計画」策定 

●国立婦人教育会館オー

プン 

 

昭和54年 

（1979年） 

 ●京都府婦人問題協議会

が「提言」提出 

●「京都府婦人大学」開

設 

●「京都府婦人対策推進

会議」設置 

●「京都府婦人の意識・

生活実態調査」実施 

 ●国連第34回総会「女子

差別撤廃条約」採択 

昭和55年 

（1980年） 

  ●「女子差別撤廃条約」

の署名 

●「国連婦人の十年」―

平等、発展、平和―中

間年世界会議（コペン

ハーゲン） 

●「国連婦人の十年後半

期行動プログラム」採

択 

昭和56年 

（1981年） 

 ●京都府議会「女子に対

するあらゆる形態の差

別の撤廃に関する条

約」批准促進に関する

意見書の提出 

●「京都府婦人の船」実

施 

●「婦人の地位の向上と

福祉の増進を図る京都

府行動計画」策定、公

表 

●民法一部改正施行 

●「母子福祉法」を「母

子及び寡婦福祉法」に

改正 

●「国内行動計画後期重

点目標」策定 

●「男女労働者特に家庭

的責任を有する労働者

の機会均等及び均等待

遇に関する条約（家庭

的責任条約＝ILO156号

条約）」ILO総会で採

択 

昭和57年 

（1982年） 

 ●京都府立婦人教育会館

開館 

●「京都府婦人海外研

修」実施 
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年次 京田辺市の動き 京都府の動き 日本の動き 世界の動き 

昭和59年 

（1984年） 

   ●「国連婦人の十年」―

平等、発展、平和の成

果を検討し評価するた

めの世界会議のための

エスキャップ地域政府

間準備会議（東京） 

昭和60年 

（1985年） 

 ●ナイロビ世界会議NGO

フォーラムへ女性を派

遣 

●国連婦人の十年最終年

記念大会－京都女性の

フォーラム’85－開催 

●「国籍法」及び「戸籍

法」の改正、施行 

●「男女雇用機会均等

法」公布 

●「女子差別撤廃条約」

批准 

●「国連婦人の十年」－

平等、発展、平和－ナ

イロビ世界会議 

（西暦2000年に向けて

の）「婦人の地位向上

のためのナイロビ将来

戦略」採択 

昭和61年 

（1986年） 

  ●婦人問題企画推進本部

拡充：構成を全省庁に

拡大、任務も拡充 

●婦人問題企画推進有識

者会議開催 

●「男女雇用機会均等

法」施行 

●「国民年金法」の一部

改正、施行 

 

昭和62年 

（1987年） 

 ●「婦人問題に関する意

識・実態調査」実施 

●京都婦人関係行政推進

会議発足 

●京都府婦人問題検討会

議設置 

●「西暦2000年に向けて

の新国内行動計画」策

定 

●婦人問題企画推進本部

参与拡充 

 

昭和63年 

（1988年） 

 ●京都府婦人問題検討会

議が、「男女共同参加

の21世紀社会をめざす

京都府行動計画」に関

する提言を知事へ提出 

  

昭和元年 

（1989年） 

 ●「KYOのあけぼのプラ

ン」策定、公表 

●女性政策課設置 

●女性政策推進本部設置 

●京都府女性政策推進専

門会議設置 

●「KYOのあけぼのフェ

スティバル」事業開

始、「京都府あけぼの

賞」創設 

●学習指導要領の改訂

（高等学校家庭科の男

女必修等） 

 

平成２年 

（1990年） 

●女性行動計画策定準

備 

・女性問題に関する住

民アンケート調査実

施 

・庁内策定検討委員会

設置 

・田辺町女性問題懇談

会設置 

・福祉部社会課に女性

福祉係設置 

  ●国連婦人の地位委員会

拡大会期 

●国連経済社会理事会 

●「婦人の地位向上のた

めのナイロビ将来戦略

の実施に関する第１回

見直しと評価に伴う勧

告及び結論」採択 
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年次 京田辺市の動き 京都府の動き 日本の動き 世界の動き 

平成３年 

（1991年） 

●「田辺町女性行動計

画」策定 

 ●「西暦2000年に向けて

の新国内行動計画（第

１次改定）」策定 

●「育児休業法」公布

（施行1992） 

 

平成４年 

（1992年） 

●かがやきプラン推進

会議設置 

 ●婦人問題担当大臣設置  

平成５年 

（1993年） 

  ●「パートタイム労働

法」公布 

 

平成６年 

（1994年） 

●女性団体育成事業制

度創設 

●京都府女性政策推進専

門家会議開催 

●「KYOのあけぼのプラ

ン改定についての提

言」提出 

●男女共同参画室設置 

●男女共同参画審議会設

置（政令） 

●男女共同参画推進本部

設置 

●「開発と女性」に関す

る第２回アジア・太平

洋大臣会議（ジャカル

タ）「ジャカルタ宣言

及び行動計画」採択 

平成７年 

（1995年） 

●かがやきプラン推進

懇話会設置 

●「京の女性史」発刊 

●第４回世界女性会議

NGOフォーラムへ代表

団を派遣 

●「育児休業法」改正

（介護休業制度の法制

化） 

●「ILO156号条約」批准 

●「女性に対する暴力を

なくす決議」国連人権

委員会で採択 

●第４回世界女性会議―

平等、開発、平和のた

めの行動（北京）「北

京宣言及び行動綱領」

採択 

平成８年 

（1996年） 

●女性問題に関する住

民アンケート調査実

施 

●女性週間事業開催 

●「KYOのあけぼのプラ

ン」改定 

●京都府女性総合セン

ター設置 

●「男女共同参画ビジョ

ン」答申 

●男女共同参画推進連携

会議発足 

●「男女共同参画2000年

プラン」策定 

 

平成９年 

（1997年） 

●南部６市女性政策担

当職員研究会発足 

●福祉部児童福祉課女

性係に変更 

 ●男女共同参画審議会設

置（法律） 

●「男女雇用機会均等

法」改正 

●「労働基準法」改正 

●「介護保険法」公布 

 

平成10年 

（1998年） 

●女性問題職員研修開

催  

●地域リーダー養成事

業「京都府女性の

船」参加助成 

 ●「男女共同参画社会基

本法－男女共同参画社

会を形成するための基

礎的条件づくり－」答

申 

 

平成11年 

（1999年） 

●お茶くみ問題アン

ケート調査実施 

●女性週間事業を実行

委員会形式で開催 

●男女共同参画社会に関

する府民意識調査の実

施 

●「男女共同参画社会基

本法」公布、施行 

●「女性に対する暴力の

ない社会を目指して」

答申 

●エスキャップ ハイレ

ベル政府間会議（バン

コク） 
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年次 京田辺市の動き 京都府の動き 日本の動き 世界の動き 

平成12年 

（2000年） 

●政策推進課女性政策
係へ移管 

●京田辺市男女共同参
画推進会議設置（下
部組織ワーキング部
会） 

●京田辺市男女共同参
画推進懇話会設置 

●男女共同参画に関す
る市民・職員アン
ケート調査実施 

 

●「新京都府女性行動計

画策定に向けての提

言」提出 

●男女共同参画審議会が

「女性に対する暴力に

関する基本的方策につ

いて」答申 

●「男女共同参画基本計

画策定に当たっての基

本的な考え方」につい

て男女共同参画審議会

答申 

●「ストーカー行為等の

規制に関する法律（ス

トーカー規制法）」成

立 

●「男女共同参画基本計

画」策定 

●国連特別総会「女性

2000 年 会 議 」 開 催

（ニューヨーク） 

平成13年 

（2001年） 

●「京田辺市男女共同

参画に関する市民ア

ンケート調査結果」

ダイジェスト版発行 

●「京都府男女共同参画

計画－新KYOのあけぼ

のプラン」策定 

●「男女共同参画会議」

を内閣府に設置 

●「男女共同参画局」設

置 

●「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律（DV防止

法）」施行 

 

平成14年 

（2002年） 

●「京田辺市男女共同

参画計画」策定 

   

平成15年 

（2003年） 

●「女性の相談室」開

設 

 ●「次世代育成支援対策
推進法」施行 

●「少子化社会対策基本
法」施行 

 

平成16年 

（2004年） 

 ●「京都府男女共同参画
推進条例」施行 

●「児童虐待防止法」改
正 

●「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」改正 

 

平成17年 

（2005年） 

  ●「男女共同参画基本計
画（第２次）」策定 

●「第49回国連婦人の地
位委員会（北京＋
10 ）」閣僚級会合
（ニューヨーク） 

平成18年 

（2006年） 

●市民参画課男女共同

参画係へ移管 

●「京田辺市女性交流

支援ルーム」開設 

●「配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の保
護・自立支援に関する
計画」策定 

●「新KYOのあけぼのプ
ラン」後期施策の重点
項目と目標数値を設定 

●「男女雇用機会均等
法」改正 

●第１回東アジア男女共
同参画担当大臣会合
（東京） 

平成19年 

（2007年） 

  ●「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」改正 

●「パートタイム労働
法」改正 

●第２回東アジア男女共
同参画担当大臣会合
（ニューデリー） 

平成20年 

（2008年） 

  ●「次世代育成支援対策
推進法」改正 

●男女共同参画推進本部
決定「女性の参画加速
プログラム」策定 
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年次 京田辺市の動き 京都府の動き 日本の動き 世界の動き 

平成21年 

（2009年） 

●京田辺市男女共同参
画 推 進 懇 話 会 に
「（仮称）京田辺市
男女共同参画推進条
例（案）の制定に関
する提言」依頼 

●「配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の保
護・自立支援に関する
計画」改定 

 

  

平成22年 

（2010年） 

●男女共同参画に関す
る市民意識調査実
施・報告書発行 

●京田辺市男女共同参
画推進懇話会が「京
田辺市男女共同参画
推進条例制定に向け
ての提言」提出 

●京田辺市男女共同参
画推進懇話会に「第
２次京田辺市男女共
同参画計画の策定に
ついて」諮問 

●「京田辺市男女共同

参画推進条例」制定 

●京田辺市男女共同参

画審議会設置 

●京都府家庭支援総合セ
ンター開所 

●「男女共同参画基本計
画（第３次）」策定 

 

平成23年 

（2011年） 

●京田辺市男女共同参

画審議会が「第２次

京田辺市男女共同参

画計画について」答

申 

●「第２次京田辺市男

女共同参画計画」策

定 

●「京都府男女共同参画
計画－KYOのあけぼの
プラン（第３次）」策
定 
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（１）京田辺市男女共同参画推進条例 

公布日 平成２２年９月２９日 

京田辺市条例第１７号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第８条） 

 第２章 基本的施策（第９条－第１５条） 

 第３章 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限（第１６条・第１７条） 

 第４章 京田辺市男女共同参画審議会（第１８条） 

 第５章 雑則（第１９条） 

 附則 

 

私たちのまち京田辺は、緑豊かな美しい自然を守り、育みながら、大都市への高い利便性を

兼ね備えたまちとして発展を続けている。 

ここに住む私たちの願いは、市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、いのちと健康を大切に

するとともに、ゆとりとうるおいのある恵まれた環境の下で、男女が家庭、地域、学校、職場

その他の社会のあらゆる分野において対等な立場で、責任を担いながら、希望と生きがいに満

ち、満足感のある生活を営むことができるまちを創り、次代に継承していくことである。 

こうした思いの中で、私たちはこれまで男女共同参画社会基本法の下、京田辺市男女共同参

画計画を策定し、様々な取組を進めてきた。 

しかしながら、今日においてもなお、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会

慣行が依然として存在しているばかりでなく、仕事と生活とが調和した社会生活を営むことが

難しい環境にもあり、男女共同参画社会を実感するに至っていない。 

そこで、市はもとより、市民や事業者、市民団体、教育に携わる者が互いに連携し、世代を

越えて価値観を共有しながら、男女共同参画社会の形成に向けた取組をより一層総合的かつ計

画的に推進するため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者、市民

団体及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 男女共同参画 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こと

をいう。 

（２） 積極的改善措置 前号に規定する機会について、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
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いう。 

（３） 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。 

（４） 事業者 市内において事業活動を行っている個人及び法人その他の団体をいう。 

（５） 市民団体 市内において自発的な社会活動を行う非営利の団体をいう。 

（６） 教育に携わる者 市内において学校教育、社会教育、家庭教育その他の教育に携わ

る者をいう。 

（７） セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害すること及

び性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。 

（１） 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人としての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。 

（２） 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及ぼす影響をできる

限り中立的なものとすること。 

（３） 男女が、対等な構成員として、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分

野における方針の立案及び意思決定に共同して参画する機会が確保されること。 

（４） 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

における活動と仕事、地域活動その他の社会生活における活動を両立して行うことが

できるようにすること。 

（５） 男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の生涯にわたる性と生殖

に関する健康と権利が尊重されること。 

（６） 男女共同参画の形成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、国際的協調の下で行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参

画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。）を総

合的に策定し、効果的に実施しなければならない。 

２ 市は、市民、事業者、市民団体、教育に携わる者、国及び他の地方公共団体と連携し、協

力して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画についての理解を深め、家庭、地域、学

校、職場その他の社会のあらゆる分野において、主体的かつ積極的に男女共同参画を推進す

るよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めると

ともに、職場における活動と家庭、地域等における活動とを両立できる職場環境を整備するよう

努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（市民団体の責務） 

第７条 市民団体は、その活動において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めな

ければならない。 

２ 市民団体は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（教育に携わる者の責務） 
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第８条 教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、基本理念に

のっとり、教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

 

第２章 基本的施策 

（京田辺市男女共同参画計画） 

第９条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、京田辺市男女共同参

画計画（以下「計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、計画を策定するに当たっては、あらかじめ京田辺市男女共同参画審議会の意見を

聴くとともに、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる者の意見を反映させるものとする。 

３ 市長は、計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、計画を変更する場合について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１０条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮

するものとする。 

２ 市は、施策の立案、決定その他の機会において男女間に参画する機会の格差が生じている

場合は、積極的改善措置を講ずるものとする。 

３ 市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他の教育において、男女共同参画が推進される

よう支援するものとする。 

（啓発活動等） 

第１１条 市は、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる者が、男女共同参画についての理解を

深めるため、啓発活動、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（調査研究） 

第１２条 市は、男女共同参画施策を効果的に実施するため、調査研究を行うものとする。 

（男女共同参画施策の実施状況の公表） 

第１３条 市長は、毎年度、男女共同参画施策の実施状況について取りまとめ、これを公表す

るものとする。 

（推進体制） 

第１４条 市は、男女共同参画施策を推進するために、必要な体制及び施設を整備するものと

する。 

２ 市は、事業者及び市民団体に、それぞれの活動における男女共同参画を推進するため、啓

発その他の活動を行う京田辺市男女共同参画推進員（以下「推進員」という。）の設置を要

請するものとする。 

３ 事業者及び市民団体は、前項に規定する推進員を設置したときは、市に報告するものとす

る。 

４ 市は、前項の規定による報告があったときは、当該推進員に対し、情報の提供その他の必

要な支援を行うものとする。 

（苦情、相談等への対応） 

第１５条 市は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら

れる施策について苦情及び意見があったときは、適切に対応するものとする。 

２ 市は、前項に規定する苦情及び意見の対応に当たって、特に必要があると認めるときは、

京田辺市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

３ 市は、性別による権利侵害その他の男女共同参画を阻害する行為に係る相談について、関

係機関と協力して適切に対応するため、相談体制の充実その他の必要な措置を講ずるものと

する。 
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第３章 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限 

（性別による権利侵害の禁止） 

第１６条 何人も、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、性別によ

る差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントその他の行為により男女の人権を侵害しては

ならない。 

２ 何人も、配偶者その他の親密な関係にある者（過去において親密な関係にあった者を含

む。）に対し、身体的、精神的又は経済的な苦痛を与えるような暴力的行為（以下「暴力的

行為」という。）を行ってはならない。 

（情報に関する留意） 

第１７条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、男女間にお

ける暴力的行為等を助長する表現を行わないよう努めなければならない。 

 

第４章 京田辺市男女共同参画審議会 

（京田辺市男女共同参画審議会） 

第１８条 第９条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）及び第１５条第２項に

規定する事項のほか、市長の諮問に応じ男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を

行うため、京田辺市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定する調査審議のほか、男女共同参画の推進に関する事項について、

市長に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、男女共同参画についての知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する委

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、委員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

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

６ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第５章 雑則 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 
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（２）男女共同参画社会基本法 

公布日 平成１１年６月２３日 

法律第７８号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第１２条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条－第２０条） 

第３章 男女共同参画会議（第２１条－第２８条） 

  附則 

 

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

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

一層の努力が必要とされている。 

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

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

く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最

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

施策の推進を図っていくことが重要である。 

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

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し､基本理

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

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

形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 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。 

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

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

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性

別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保される
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ことその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固

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

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

み、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をでき

る限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公

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

確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有しているこ

とにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ｡）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の

施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとす

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
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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。 

(１) 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 

(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画

基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女

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

参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 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 

(２) 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基本計画を勘案して、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基本計画」という｡）を定めるように努めなければならない。 

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

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及

び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が

侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査

研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよ

うに努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国

際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推
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進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

(２) 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。 

(３) 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。 

(４) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって当てる。 

(１) 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 

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

命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならな

い。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

１０分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関

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

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

者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

附 則〔抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 (男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第２条 男女共同参画審議会設置法(平成９年法律第７号)は、廃止する。 

 

附 則(平成１１年７月１６日法律第１０２号)〔抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成１１年法律第８８号)の施行の日から 

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

   (施行の日＝平成１３年１月６日) 

(１) 略 

(２)  附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０ 

条の規定 公布の日 

 (委員等の任期に関する経過措置) 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

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

の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

(１)  から(１０)まで 略 

 (１１) 男女共同参画審議会 

 (別に定める経過措置) 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過

措置は、別に法律で定める。 

 

附 則(平成１１年１２月２２日法律第１６０号)〔抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律(第２条及び第３条を除く。)は、平成１３年１月６日から施行する。 
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（３）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 

公布日 平成１３年４月１３日 

法律第３１号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２条の３） 

 第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条－第５条） 

 第３章 被害者の保護（第６条－第９条の２） 

 第４章 保護命令（第１０条－第２２条） 

 第５章 雑則（第２３条－第２８条） 

 第６章 罰則（第２９条・第３０条） 

  附則 

 

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

平等の実現に向けた取組が行われている。 

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

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

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

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

を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

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

り、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１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（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２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。 
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第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第５項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第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。 

(１) 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  

(２) 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  

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

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

関の長に協議しなければならない。 

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

ばならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 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  

(２) 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  

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

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

して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ

ればならない。 

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

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

    

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施

設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

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

ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

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

げる業務を行うものとする。 

(１) 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談

を行う機関を紹介すること。  
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(２) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。  

(３) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第６号、第５条及び第８条の３において同じ。）の緊急時における安全の確保及

び一時保護を行うこと。  

(４) 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に

関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。  

(５) 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連

絡その他の援助を行うこと。  

(６) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。  

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。 

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

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第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 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

    

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

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

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。 

３ 刑法（明治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てはならない。 

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

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の

内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭

和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
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定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第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、配偶者からの暴力

を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申

出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家

公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者

からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８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「福祉事務所」という。）は、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、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ター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係

機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第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関して被害者から苦情の

申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

    

第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。以下この章において同じ。）を受けた者

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

合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた

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

者から引き続き受ける身体に対する暴力。第１２条第１項第２号において同じ。）により、配

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

る暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第３号及び第４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２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。 

(１) 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（当該配偶者と共に生活の

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

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



- 86 - 

はいかいしてはならないこと。  

(２) 命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と共に生活の本拠としている住居

から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して６月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしては

ならないことを命ずるものとする。 

(１) 面会を要求すること。  

(２) 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。 

(３) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

(４) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。  

(５) 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６時までの間に、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。  

(６) 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。  

(７) 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。  

(８) 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。  

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第１２条第１項第３号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配

偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して６月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺

につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が１５歳以上であるときは、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、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活におい

て密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第１２条第１項第４号において「親族等」という。）の住居に押し掛け

て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めると

きは、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに

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

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日

までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の
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住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法

定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第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、相手方の住所（日本国内に住所

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

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもす

ることができる。 

(１) 申立人の住所又は居所の所在地  

(２) 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項から第４項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申

立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

(１) 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  

(２) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情  

(３) 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、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命

令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

(４) 第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

(５) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項につい

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に

掲げる事項  

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称  

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所  

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容  

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容  

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がな

い場合には、申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）第５８条の２第１項の認証を受けたもの

を添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。 
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２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若し

くは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求め

るものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、

これに速やかに応ずるものとする。 

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

官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭

弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

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

日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

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

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

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

又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第

５号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を

発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該

申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが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、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援

センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第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、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があるこ

とにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効

力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存

する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て、同条第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、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１項第１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、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項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、裁判所書記官

は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知

するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第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。 



- 89 - 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第１０条第１項第１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２号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算

して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの

命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定

により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。 

（第１０条第１項第２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２号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立

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

規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せら

れた命令の効力が生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了す

ることができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事

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

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

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用については、同条第１項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５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５号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第１号及び

第２号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第１号から第

４号までに掲げる事項」とあるのは「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第１８条第１

項本文の事情」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、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請

求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは

相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第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内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又

はその支局に勤務する法務事務官に第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。）の認証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

に反しない限り、民事訴訟法（平成８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、最高裁判

所規則で定める。 

    

第５章 雑則 
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（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、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置

かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するととも

に、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

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

する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第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、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査

研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第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し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第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。 

(１) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。）  

(２) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相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  

(３) 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  

(４) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第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。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、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１号及び第２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 国は、予算の範囲内において、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。 

(１) 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３号及び第４号に掲

げるもの  

(２) 市が前条第２項の規定により支弁した費用  

    

第６章 罰則 

第２９条 保護命令に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３０条 第１２条第１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

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。 
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附 則〔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、第

６条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支

援センターに係る部分に限る。）、第２７条及び第２８条の規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申

立てに係る事件に関する第１２条第１項第４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ター」とあるのは、「婦人相談所」と

する。 

（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年を目途として、この法律の施行状況等

を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則（平成１６年６月２日法律第６４号） 

（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。 

（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（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２号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身

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

の法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第１０条第１項第２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、同項中

「２月」とあるのは、「２週間」とする。 

（検討） 

第２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、 

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則（平成１９年７月１１日法律第１１３号）〔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。 

（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。 
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 用  語 説    明 

ＨＩＶ／エイズ 

(Human 

immunodeficiency 

virus／acquired 

immune-deficiency 

syndrome) 

エイズとは、ＨＩＶウイルスに感染し、発病するとＡＩ

ＤＳ（後天性免疫不全症候群）という慢性難治性疾患に

なることをいいます。 

ＮＰＯ（Non Profit 

Organization） 

行政・企業とは別に教育、文化、医療、福祉、国際協力

など、様々な社会的活動を行う非営利・非政府の民間組

織のことをいいます。 

あ行 

ＬＧＢＴ 

(Lesbian Gay 

Bisexuality 

Transgender) 

女性同性愛者（レスビアン、Lesbian）、男性同性愛者

（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual

ity）、そしてトランスジェンダー（Transgender）の頭

文字を用い、これらの人々をまとめた呼称として使われ

ます。同義の「性的マイノリティ(性的少数者)」が、第

三者的な立場からの呼称であるのに対して、「ＬＧＢ

Ｔ」は当事者の立場からの自称に使用されます。 

家族経営協定 家族経営の農業において、家族の皆が話しあって方針、

報酬、労働時間、休日、経営の移譲などの世帯員相互間

のルールを文書にして取り決めたものをいいます。 

か行 

 

固定的な性別役割 

分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決める

ことが適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家

庭」「男性は主要な業務・女性は補助的な業務」等のよ

うに、男性、女性という性別を理由として、役割を固定

的に分ける考え方のことをいいます。 

自己実現 一人ひとりが自己の可能性を発見して、育て、その能力

を社会生活の中で生かすことなどにより、最善の自己に

なろうとすることをいいます。 

次世代育成支援対策

推進法 

平成27年（2015年）３月末までの時限立法。次代の社会

を担う子どもたちが健やかに生まれ育成される環境整備

や取組を国・地方公共団体・事業主が積極的に進めよう

というものです。地方公共団体は、５年ごとに行動計画

を策定しなければなりません。また、事業主において

も、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般

事業主行動計画を策定しなければなりません。 

さ行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子差別撤廃条約 女子に対するあらゆる差別の撤廃を基本理念とし、政治

的・経済的・社会的活動などにおける差別を撤廃するた

めに締約国が適切な措置をとることを求める条約です。

昭和54年（1979年）の国連総会で採択され、昭和56年

（1981年）に発効しました。日本は昭和60年（1985年）

に批准しました。 
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 用  語 説    明 

性的指向 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すも

のであり、具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向か

う異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性

愛を指します。 

セクシュアル・ハラ

スメント 

(Sexual harassment) 

性的な言動により相手方の生活環境を害すること及び性

的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益

を与えることをいいます。性的な言動を間接的に受けた

ことへの対応により、間接的に受けた者が何らかの不利

益を受けるもの、あるいは職場などあらゆる場での環境

が不快になることまでをも含んでいます。 

タナベースボール 平成２年（1990年）４月に京田辺市体育指導委員が生み

出した京田辺市発祥のニュースポーツです。 

 

男女共同参画基本 

計画 

政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的な計画です。男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければ

ならないとされています。また、都道府県及び市町村も

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

基本的な計画を定めることとされています。 

男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会をいいます。 

男女共同参画社会 

基本法 

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して、

平成11年（1999年）６月23日公布・施行されました。 

た行 

男女共同参画週間 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分か

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形成に向け、

男女共同参画社会基本法（平成11年（1999年）６月23日

法律第78号）の目的及び基本理念に関する理解を深める

ため、平成13年（2001年）度から毎年６月23日から６月

29日までの１週間を「男女共同参画週間」と定めていま

す。 
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 用  語 説    明 

男女雇用機会均等法 正式には「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法律」といいます。雇用の分野にお

ける男女の均等な機会や待遇の確保などを目的にする法

律です。 

な行 認定農業者 農業を営む人が、自分の農業経営について改善する必要

のあるものを掲げ、５年後の経営目標を達成するための

方法を「農業経営改善計画認定申請書」として提出し、

市町村が基本構想に資すると認定した農業者のことで

す。 

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 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援な

どの体制を整備し、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。平成13年

（2001年）制定、平成16年（2004年）改正、平成20年

（2008年）１月に改正施行されました。 

は行 

パ ー ト ナ ー シ ッ プ

（Partnership） 

互いを自立した主体的存在として認めあい、対等な立場

で連携・協力し合う関係をいいます。 

 

ら行 ライフスタイル 

(Lifestyle) 

衣食住、働き方、交際、娯楽等様々な生活の様式及び生

活の行動や様式を形づくる考え方や習慣などをいいま

す。 

わ行 ワーク・ライフ・バ

ランス 

 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事

上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい

ても、多様な生き方が選択・実現できることをいいま

す。 

 

 




