人吉市男女共同参画推進計画

～第三次基本計画～

平成３０年３月

熊本県人吉市

はじめに

男女共同参画社会づくりは、男女共同参画基本法の前
文に「２１世紀の最重要課題」と位置づけられています。
少子高齢化が加速し、人口が減少する過去に経験のな
い時代へ突入しておりますが、人口が減少していく時代
にあっても、これまで以上に明るい豊かな社会を構築で
きるよう前向きに取り組んでいかなくてはなりません。
そのためには、個々の多様性を認め、それぞれに得手
不得手があっても、そのことをかけがえのない個性として受け入れ、一人ひとりが自分らし
く生きることができる社会、すなわち、男女共同参画社会の実現が不可欠であると思います。
本市では平成２２年に人吉市男女共同参画推進条例を制定し、平成２４年には人吉市男女
共同参画基本計画（平成１５年策定）の第２次基本計画となる、
「人吉市男女共同参画推進計
画」を策定して、男女共同参画社会づくりに取り組んでまいりました。
一方、市民意識調査においては、女性に対し家事や育児に支障がないような働き方を求める
など、性別による役割分担の意識が解消されない現実が明らかになっています。
また、昨今、急速な人口減少による将来の労働力不足への懸念、多様な人材の確保に対応
するために、今まさに女性のあらゆる分野での活躍が求められております。それに呼応して
国及び県においては、女性の活躍を主要施策として位置づけ、働き方の改革、防災・復興分
野における女性の参画拡大などを促進するとともに、人権の尊重と健康に配慮した社会、女
性に対する暴力の根絶などの施策も推進されています。
このような市民意識調査の結果や、社会情勢の変化、国・県の動向などをふまえ、この度
「人吉市男女共同参画推進計画～第３次基本計画～」を策定しました。
本計画においては「男女共同参画社会の形成は、まちづくりそのものである。」という視点
に立ち、市民・事業所・関係機関の皆様のご協力をいただきながら、計画の着実な推進に努
めます。より一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
おわりに、本計画の策定にあたり、熱心なご審議をいただきました人吉市男女共同参画推
進審議会委員の皆様をはじめ、ご意見・ご要望をお寄せいただいた市民の皆様、関係各位の
ご協力に心からお礼を申し上げます。
平成３０年３月
人吉市長

松岡

隼人
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第１章
１

計画の策定にあたって

計画策定の趣旨

１

人吉市男女共同参画推進条例（参照：P３４）の制定に伴い、第４条第１項及び第１０条
第１項の規定に基づき、策定を要するものです。

２

人吉市男女共同参画基本計画の第２次基本計画期間（平成２４年度～平成２８年度）終
了を迎え、計画内容を見直し、第３次基本計画の策定を要するものです。

３

国の第４次男女共同参画基本計画、及び第４次熊本県男女共同参画計画の策定に伴い、
現行基本計画の方向性をはじめ、重要施策の見直しを要するものです。

２
１

計画の位置づけ
市町村男女共同参画計画としての位置づけ
この計画は、人吉市男女共同参画推進条例第１０条第１項に基づき策定するもので、同
条例第３条に掲げた６つの基本理念を踏まえ、具体的な施策を示すものです。
なお、平成２４年度に策定した第２次基本計画の改訂版、第３次基本計画としての性格
を有しています。

２

法令及び関連計画との整合性
この計画は、上位計画である第５次人吉市総合計画に掲げられた全ての施策に関連する
ことから、市が実施するあらゆる施策と相互に連携しながら、総合的な推進を図ります。

３

４

「人吉市ＤＶ防止基本計画」としての位置づけ
基本目標Ⅰ「個人が尊重されるまちづくり」の、基本方針２「あらゆる暴力の根絶」は、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（参照：P３７）第２条の３第３
項に基づく「市町村基本計画」として、本計画のなかで一体的に策定するものです。
「人吉市女性の活躍推進計画」としての位置づけ
基本目標Ⅱ「社会と家庭をつなぐまちづくり」の、基本方針２「あらゆる分野での男女
共同参画の推進」、基本方針３「仕事と生活の調和」は、女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律（参照：P３８）第６条第２項に基づく「市町村推進計画」として、本計画
のなかで一体的に策定するものです。
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男女共同参画社会基本法（H11.6.23 公布・施行）

配偶者からの暴力の

女性の職業生活に

国 第４次男女共同

日本再興戦略

防止及び被害者の

おける活躍の推進に

参画基本計画

（H25.6 策定）

保護等に関する法律

関する法律

（H27.12 策定）

(H13.4.13 公 布 ･
H13.10.13 施行)

(H27.9.4 公布・施行)

熊本県配偶者からの

熊 本県 女性 の活 躍

第４次熊本県男女共

熊本県女性の

熊

暴力の防止及び被

推進計画

同参画計画

社会参画加速

本

害者の保護等に関す

(H28.3 策定)

(H28.3 策定)

化戦略

県

る基本計画（第 3 次）

国

(H27.2 策定)

(H26.3 策定)

人吉市男女共同参画推進計画

第５次人吉市総合計画
(H24.4～H32.3）

人
吉
市

第 3 次基本計画（H30～H34）
人吉市まち･ひと･し
第 1 次計画（H16～H22）第 2 次計画（H24～H28）

ごと創生総合戦略
(H27.4～H32.3)

人吉市男女共同参画推進計画に関連する各種計画
◇人吉球磨人権教育・啓発基本計画
◇人吉市子ども・子育て支援事業計画
◇人吉市地域福祉計画・地域福祉活動計画（第２次）
◇人吉市障がい福祉計画（第４期）
◇人吉市いきいき高齢プラン（ 第６期介護保険事業計画・老人福祉計画）
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３

計画の期間

本計画の期間は、平成３０（２０１８）年度から平成３４（２０２２）年度までの５年間
とします。ただし、社会情勢の変化などに柔軟に対応するため、必要に応じて見直すことと
します。

４
１

重要課題
あらゆる暴力の根絶
人が人として生きていくためには、一人ひとりの人権が尊重され、安心して暮らせる環
境の整備が不可欠です。暴力は重大な人権侵害であり犯罪となる行為です。
ドメスティック･バイオレンス（ＤＶ）
（※）やハラスメント（※）をはじめ、女性のみ
ならず、子どもや高齢者、障がい者など、社会的弱者に向けられるあらゆる暴力や犯罪の
根絶に向けて、社会全体で取り組まなければなりません。（※参照：Ｐ９）
暴力には、身体的なものだけではなく、威圧的な態度や言葉の暴力や、性的暴力、経済
的暴力、社会的に隔離する行為なども含まれます。最近では、育児や高齢者の介護におけ
るネグレクト( 保護者などが、子どもや高齢者、病人などに対して、必要な世話や配慮を
怠ること。) など、弱い立場にある人に向けられる虐待も顕在化しています。
暴力による被害者を救済することは言うまでもなく、必要な対策を講じることで未然防
止を図ることも重要となります。

２

仕事と生活の調和
仕事と生活の調和が保たれることは、人々の健康を維持し、趣味やボランティア、地域
社会での活動などを通して、人生における目標や理想の実現を可能にします。同時に、育
児や介護を含め、家族が安心して暮らし、地域や職場において責任を果たしていくうえで、
欠かせない要素でもあります。
女性が結婚や出産後継続して働き続けるためには、就業条件の整備や子育て支援策など
の充実に加えて、男性の家庭での家事・育児や介護、さらに地域活動への参画を進めるこ
とが必要です。そのためには仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の視点に立
って働き方を見直し、男女がともに支え合いながら、仕事と生活を両立していくことの重
要性を社会全体にさらに浸透させていく必要があります。

３

あらゆる分野での男女共同参画の推進
社会のあらゆる場面において、いずれか一方の性に偏らず、一人ひとりの個性や能力が
発揮されるためには、社会だけでなく、人々の意識や態度の改革が必要です。
性別によらず誰もが自分らしい生き方を選択できる環境や、誰にでも均等に機会が与え
られ、重要な意思決定の場に主体的にかかわることができる環境を整えるためには、
「男性
だから、女性だからこうするべき」という性別役割分担意識の解消が欠かせません。
さらに、次代を担う子どもたちに、キャリア教育（児童・生徒一人ひとりの勤労観、職
業観を育てる教育）などを通して、将来を見通した自己形成ができる環境を充実させる必
要があります。
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第２章
１

基本的な考え方

めざす将来像

男女共同参画のまちづくりビジョンとして、めざすべき将来像を次のとおり設定します。

『認め合い 支え合って つくる 笑顔のまち ひとよし』

２

基 本 理 念
推進条例の基本理念を踏まえ、本計画においても次の６項目を基本理念として定めます。

１

男女の人権の尊重
日本国憲法でも保障されている人権の尊重は、男女共同参画社会の形成促進を図るうえ
で必要不可欠な要素です。
性別にかかわらず全ての個人が、それぞれの立場に立って、誰もがお互いの人権を尊重
し合い認め合う精神を育むことを、基本理念の最初に掲げます。

２

社会における制度又は慣行の見直し
地域や職場など、社会の様々な仕組みや慣行のなかで、いずれか一方の性だけで担われ
ることが多かった役割や業務などを見直し、誰もが自由に参画できる体制へと転換を図る
ことで、新たな社会環境を形成する必要があります。

３

政策等の立案及び決定への共同参画
地域や職場をはじめ、社会における活動のなかで、様々な意思決定や政策立案などが行
われる際には、男女がともにその決定過程に関わり、多様な意見が尊重されることが、男
女共同参画社会の基本となります。

４

家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が、ともに社会活動に従事するためには、それぞれの家庭における家族の理解と協
力が前提となります。
家族を構成する男女が、自分の役割とお互いの立場を理解し合い、家事や、育児、介護、
地域活動などを分担しながら、仕事や学業などと両立できる環境づくりや、生き方を確立
する必要があります。

５

生涯を通じた健康への配慮
市民みんなが健康で心豊かに暮らすためには、男女が生涯を通じてお互いの特性を尊重
し合い、心身ともに健康を維持することが必要です。特に、病気や介護の予防に重点を置
いた健康づくりを支援する必要があります。
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６

国際的協調
我が国の男女共同参画政策が、国際連合をはじめとする国際的な女性の地位向上に係る
動きと連動して推進されてきたことを踏まえ、本市においても国際的協調の視点に立ち、
国際交流や国際理解教育の推進を通して、国際社会に貢献することが求められます。

３

基 本 目 標

本計画では次の３つを基本目標に掲げ、市が取り組むあらゆる計画と連動しながら、全て
の事務事業を男女共同参画の視点で推進します。
男女共同参画の視点に立ったまちづくりとは、全ての人の尊厳が重んじられ、一人ひとり
が個性と能力を発揮することで、地域や職場、学校など、社会のあらゆる分野に貢献しなが
ら、自らの目標や理想を実現できる社会をともに築いていくことです。
Ⅰ

個人が尊重されるまちづくり
本計画の最も重要な基本目標として「個人の尊重」を掲げ、男女共同参画の観点から、
全ての人の人権が守られ、健康で安心して暮らせる環境の整備に取り組むことで、男女共
同参画社会の基盤づくりをめざします。

Ⅱ

社会と家庭をつなぐまちづくり
社会活動を可能にする家庭での協力・共同のあり方、家庭生活との両立を支援する社会
的気運の醸成を促し、男女ともに生きやすい社会の形成をめざします。

Ⅲ

市民との協働でひらくまちづくり
市が進める男女共同参画の取組を、誰もが住みよい環境や地域づくりの担い手となって
活動しながら、あらゆる分野で一体となって推進することで、
「認め合い 支え合って つ
くる笑顔のまち ひとよし」を、ともに切り開いていくことを本計画の最終目標に掲げま
す。

４

実現したい姿

第２次基本計画においてめざした基本的な流れを受け継ぎ、実現したい姿を次のとおり想
定しています。
家庭では・・・
〇 家庭内で暴力や虐待が起こらず、安心して生活ができます。
○ 家族を構成する一人ひとりが、家事や育児、介護などを分担し、協力しながら生活して
います。
○ 自営業を営む家族が、就業規則などについて十分に理解し合い、意欲と能力を発揮でき
る環境が整っています。
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地域では・・・
○ 女性も男性も、町内会や子ども会、消防団などの活動に、協力し合って参加しています。
○ 地域の団体間の連携が進み、子どもとの交流機会が増え、高齢者の生きがいとなってい
ます。
○ 子どもや高齢者の見守り体制が整い、家族が安心して仕事や地域活動などに専念できる
環境や、一人暮らしなどの高齢者の孤立がない環境ができています。
職場では・・・
○ 責任ある地位で活躍する女性が増え、職場に活気がみなぎっています。
○ 男性または女性だけで担っていた職種に、性別に偏りなく、個人の能力と経験に応じた
採用や登用が行われています。
○ 残業や休日出勤などの長時間労働が見直され、様々な働き方が選択でき、誰もがいきい
きと働ける職場風土が形成されています。
○ ハラスメントの起きない職場環境が整っています。
○ 男女を問わず、子育てや介護と両立できる職場風土が形成されています。
学校では・・・
○ 一人ひとりの個性や自主性が尊重され、他を思いやり、心の豊かさを実感できる教育が
行われています。
○ 多様性を受け入れ、お互いに認め合い、楽しく活気ある学校生活を送っています。
○ 一人ひとりの個性や能力・関心ごとに応じて、進みたい方向、将来をめざした進路指導
やキャリア教育が実践されています。
社会全体では・・・
○ 全ての人に居場所と出番のある、男女共同参画社会づくりの機運が高まっています。
○ 一人暮らしの高齢者や障がい者、外国人などが、安心して暮らせる生活環境が整備され
ています。
○ 性的指向や性同一性障害による差別や偏見がなくなり、違いを認め、お互いに尊重でき
る社会になっています。
○ 差別や虐待、暴力など、犯罪を許さない、明るく住みよいまちの雰囲気が醸成されてい
ます。
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5

計画の体系
将来像

基本目標

基本方針

Ⅰ
１ 人権の尊重

認
め
合
い
支
え
合
っ
て
つ
く
る
笑
顔
の
ま
ち
ひ
と
よ
し

ま
ち
づ
く
り

個
人
が
尊
重
さ
れ
る

２ あらゆる暴力の根絶

３ 生涯を通じた健康への配慮

Ⅱ
１ 固定的性別役割分担意識

重点分野

主要施策

・ 男女の人権の尊重

・

人吉球磨人権教育・啓発基本計画に基づく広報・啓発活動の推進

１２

・ 誰もが安心して暮らせる環境の整備

・

高齢者・障がい者とその家族、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

１２

・ 生活上の困難に直面する男女への支援

・

生活困難世帯への支援

１２

・

暴力防止・予防対策の強化

１３

・

配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶

１３

・

母子保健サ－ビス等の充実

１４

・

生涯を通じた健康教育の推進

１４

・

男女共同参画の実態把握

１７

・

広報・啓発活動の推進

１７

・

男女平等を推進する教育・学習の充実

１８

・

多様な生き方を選択できる教育・学習の推進

１８

・

審議会等委員への女性の登用拡大

１８

産業において女性の能力が発揮

・

事業所における取組支援

１９

される環境の整備

・

自営業者等における取組推進

１９

・

男女の働き方の見直し

１９

・

防災・災害復興対策分野における女性の参画拡大

１９

・

育児支援の充実

２０

・

保育サ－ビス等の充実

２０

・

男性の参画支援

２１

・

総合的な推進体制の整備

２５

・

働く男女の地域活動への参画支援

２５

・

男女共同参画の拠点となる活動への支援

２５

・

市政への積極的な参画支援

２６

・

地域リ－ダ－となる人材・活動への支援

２６

・

国際理解教育、国際交流の推進

２６

・ 暴力、虐待、ハラスメント等の根絶

・ 健康支援体制の充実

・ 地域や職場における取組推進

の解消
・ 教育における男女共同参画の推進
・ 政策・方針決定過程への女性の登用拡大

つ
な
ぐ
ま
ち
づ
く
り

社
会
と
家
庭
を

・
２ あらゆる分野での男女共同
参画の推進

(ワーク・ライフ・バランスの推進)

Ⅲ

ひ
ら
く
ま
ち
づ
く
り

・
・

３ 仕事と生活の調和

市
民
と
の
協
働
で

掲載

雇用等における男女の均等な機会と
待遇の確保
防災・災害時・復興時等における男女共
同参画の推進

・ 仕事と家庭、その他の活動との両立支援

・ 市の推進体制の強化
・ 男女で担う地域活動等の推進
１ 推進体制の強化
・ 人材等の育成

２ 国際的協調

・

国際的概念、動向の把握、
情報発信
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第３章

計画の内容

8

基本目標Ⅰ

個人が尊重されるまちづくり

市民一人ひとりが、お互いに人としての尊厳を重んじ、家庭生活をはじめ、地域や職場、
学校など、社会のあらゆる場面において助け合いながら、自分の目標や理想を実現できる社
会の基盤は、人権の尊重によって確立されます。
この計画の最も基本的な目標として「個人が尊重されるまちづくり」を掲げ、男女共同参
画社会の基盤づくりをめざします。
<現状と課題>
個人の尊重、法の下の平等は、日本国憲法において保障されており、市では、全ての男女
が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にとらわれることなく、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をめざして様々の施策
に取り組んでいます。
しかし、職場や地域社会などの多くの場において、男女間の不平等を実感することもまだ
多いようです。又、様々なハラスメント(※)やドメスティック・バイオレンス(※)、虐待な
ど、女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人などの社会的に弱い立場にある人々への暴力
や人権侵害への対策が課題となっています。
又、近年では経済格差の拡大が問題になっています。女性の貧困率はほとんど全ての年代
において男性よりも高く、特に高齢単身世帯や母子家庭において高い現状を踏まえると、高
齢者やひとり親世帯の経済的な自立を支援するきめ細かな対応が求められています。
生涯にわたって健康を維持することは容易なことではありません。ライフスタイルの変化
などに伴い自分自身の健康管理がおろそかになることも多いようです。
特に女性の妊娠・出産・子育て期は、女性の健康や生活にとっての大きな節目であり、心
身ともに安心して子どもを産み育てることができる支援体制の充実が求められます。
又、男女がお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つことは
男女共同参画社会の実現にとって重要なことです。教育においても性をタブー視するのでは
なく、正しい知識を提供することで子どもが心身ともに健全に成長する環境を整備する必要
があります。

※ハラスメント
継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に相手の意思に反して行われる
言動のこと。（セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなど）
※ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる肉体的、精神
的な暴力のこと。
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【問】社会のいろいろな場面において、男女平等になっていると思いますか
（平成２８年人吉市市民意識調査）
平等である

23%
15%

男
女

総計

地域社会での 男
9%
女
4%
習慣などでは
法律や制度の 男
女
上では
政治の場では

男
女

学校では

男
女

職場では

男
女

家庭生活では

男
女

平等になりつつある

36%

35%

44%

12%
18%

53%
39%

32%

32%

13%
6%

36%

39%

12%
19%

49%

34%
26%

32%
33%

24%
20%

10%

24%
32%

9%

40%

26%

29%
35%

24%

17%

34%
30%

9%
14%

37%

41%
20%

10%
19%

40%

26%

10%

12%
18%

37%

25%

9%

わからない

28%

30%

20%

0%

平等ではない

40%

7%
8%

34%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

社会のなかでも、
「家庭生活」や「学校」では男女平等になっている・なりつつあるという回
答が６割を超えた半面、
「地域社会での習慣など」では平等感が低くなっています。私たちが暮
らす地域のなかで、いまだ男女平等でないと感じている人が多くいることが分かります。
又、相対的に女性のほうが男性より不平等感を感じていることが表れています。

【問】配偶者からの暴力被害経験の有無
（平成２６年度男女間における暴力に関する調査(内閣府)）
何度もあった

１，２度あった

まったくない

無回答

3.6%
1

6.8%
0%

13.5%
10%

76.1%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力（ドメスティック・
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バイオレンス（ＤＶ））は、被害者を女性には限定していませんが、その多くが女性です。
調査結果などから、少数の人だけが被害を受けているのではなく、男女の５人に１人が被害
を受けている(受けたことがある)ことが分かります。
又、暴力の原因としては、「夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がない」といった社
会通念、「妻に収入がない場合が多い」といった男女の経済的格差など、個人の問題として片
付けられないような構造的問題も大きく関係しています。
被害者は、実際に暴力を受けたパートナーだけではありません。子どもに暴力を目撃させる
ことは子どもへの虐待です。その子どもが暴力に接することによって様々な心身の症状が表れ
ることもあります。さらに、暴力を目撃しながら育った子どもは感情表現や問題解決の手段と
して暴力を用いることを学習することもあります。
暴力を振るう加害者には一定のタイプなどはなく、年齢、学歴、職種、年収に関係がないと
いわれています。加害者が暴力を振るう理由は様々あると考えられますが、その背景には社会
における男尊女卑の考え方の残存があると言われています。

【問】夫や恋人からの暴力についてどう思いますか。
（平成２８年人吉市市民意識調査）

家庭内での暴力は「身内の恥」であ
り、他人が立ち入るのは失礼である

母親(父親)に暴力を振るう父親(母
親)でも、子どもには必要である

24人
20人

パートナーが暴力を振るうのは、相
手にも原因があるからである

121人
232人

アルコール依存症など、何かの問題
を持った人しか暴力は振るわない
パートナーなど親密な人からの暴力
は愛情表現のひとつである

11人

人吉市市民意識調査からも、暴力を振るうのはある一定のタイプの人であるとの認識を持っ
ている人が多いことが分かります。
パートナーに対する暴力は、誰もが被害者に、あるいは加害者になる可能性があり、絶対に
許すことができない人権侵害であるということを全ての人が認識する必要があります。
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基本方針１

人権の尊重

「人吉球磨人権教育・啓発基本計画」を基本に、男女共同参画社会の基盤となる、差別や
偏見のない、明るく健全な社会づくりをめざします。
さらに、様々な困難な状況に置かれている人々が、安心して日常生活を送り自立した社会
生活ができるように、男女共同参画の視点に立った環境整備に努めます。
重点分野

男女の人権の尊重

主要施策
No

１

人吉球磨人権教育・啓発基本計画に基づく広報・啓発活動の推進
具体的取組

内容説明

主な担当課

学校、校区公民館、事業所等において研修
男 女 共 同 参画の視点に 会や啓発活動を実施し、男女共同参画の視 社会教育課
立った人権教育・啓発
点に立った、人権教育・啓発を充実させま 自治振興課
す。

重点分野

誰もが安心して暮らせる環境の整備

主要施策
No
２

３

高齢者・障がい者とその家族、外国人等が安心して暮らせる環境の整備
具体的取組

内容説明
主な担当課
高 齢 者 ・障がい者 の総 高齢者・障がい者の権利擁護、虐待防止、
認知症への対応等、総合的な支援を行い、 高齢者支援課
合 的 な 支 援を行う地域
高齢者・障がい者とその家族が安心して暮 福祉課
ネットワークの充実
らせる環境を整備します。
障がい児を抱える家族の負担軽減を図ると
障 が い 児 放課後・夏休 ともに、児童・生徒の自立意識の養成と生
福祉課
みデイサービスの充実
活環境への対応を支援するため、放課後等
のデイサービスの充実を図ります。
在住外国人が直面する子育てや就労等に関
する悩みごと、文化や習慣の違いから生じ

４

在 住 外 国 人 や帰国子女 る様々なトラブルを解消するため、相談会 社会教育課
等への支援
や地域住民との交流機会を提供し、日本の 学校教育課
生活習慣や地域の暮らしになじみやすい環
境づくりを進めます。

重点分野

生活上の困難に直面する男女への支援

主要施策
No

５

生活困難世帯への支援
具体的取組

内容説明

ひとり親世帯の親が、就業に結びつく可能
ひ と り 親 世帯 等への就 性の高い講座を受講する際の経費助成や、
労支援

資格取得のために一定期間修業する場合の
訓練促進費を支給し自立支援を行います。
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主な担当課

福祉課

６

就学・就労や疾病等の理由で、ひとり親世
ひ と り 親 世帯 等に対す 帯が一時的に介護や保育のサービスが必要
福祉課
る生活支援
となった場合に、支援員の派遣等により生
活支援や子育て支援を行います。

基本方針２

あらゆる暴力の根絶

人の生命をも脅かす危険性のあるドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラス
メントなどの根絶に向けて、家庭や地域、職場、学校に対する啓発を徹底し、暴力は重大な
人権侵害であり犯罪行為であることを、誰もが認識を持つことによって、暴力を許さないま
ちづくりを推進します。
重点分野
主要施策
No

７

８

９

１０

暴力防止・予防対策の強化
具体的取組

内容説明

主な担当課

職場や地域、家庭等、あらゆる場面でのハ
ハ ラ ス メ ント防止の広 ラスメント等の防止及び、ハラスメント等 自治振興課
報・啓発

の相談窓口周知徹底等の啓発活動を行いま 商工振興課
す。

人吉市要保護児童対策及びＤＶ対策協議会
を中心に、未然防止のための啓発活動を推
子 ど も に 対する暴力防
進します。
止 及 び 、 被害を 受 けた
福祉課
同時に学校現場において、いじめ等あらゆ
子 ど も に 対する支援体
学校教育課
る暴力の被害を受けた児童・生徒に対し
制の充実
て、専門家による支援体制 を充実させま
す。

主要施策
No

暴力、虐待、ハラスメント等の根絶

配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶
具体的取組

暴 力 の 未 然防止のため
の教育・啓発

内容説明

主な担当課

配偶者や交際相手（デートＤＶ）、子供、高
齢者等への暴力防止について、広報紙、ホ
ームページ等を活用して広く市民に啓発す 福祉課
るとともに、職員出前講座等で市民の学習
機会の充実を図ります。

Ｄ Ｖ の 発見・相談体制 女性福祉相談員等に気軽に相談できる体制
福祉課
の強化
の構築を図ります。

人吉市要保護児童対策及びＤＶ対策協議会
被 害 者 の 安全な保護体
１１
を中心に、関係者の連絡・相談、対象者へ 福祉課
制の充実と自立支援
のきめ細やかな支援体制を強化します。
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基本方針３

生涯を通じた健康への配慮

年齢や性差を考慮した、きめ細かな健康支援に重点的に取り組み、市民一人ひとりが、生
涯を通じて自らの健康管理に努める環境づくりをめざします。
重点分野
主要施策
No

健康支援体制の充実
母子保健サービス等の充実
具体的取組

１２ 母子保健事業の拡充

内容説明

主な担当課

子育て世代包括支援センター（母子保健
型）として、乳幼児健診や育児相談、訪問
等を通して、乳幼児の健全な発育・発達を
支援するとともに、両親の心身の健康維持 保健センター
と、育児不安などの様々な悩みに対して適
切な助言を行い、健康支援体制を充実させ
ます。

主要施策
No

生涯を通じた健康教育の推進
具体的取組

１３ 健康教育の推進

内容説明

主な担当課

男女の生活・自活能力を高め、健全な食生
活を実現するために、農業体験等の食農教
育や、料理教室等を通した健康教育を推進
します。

農業委員会
福祉課
保健センター
学校教育課

男女がお互いの性について理解を深め、望

１４ 学校保健の充実

まない妊娠や性感染症を防ぐための正しい
知識や、喫煙、飲酒や薬物乱用に起因する 学校教育課
健康被害に関する正しい情報を提供し、児 保健センター
童・生徒が心身ともに健全に成長するため
の教育を行います。
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基本目標Ⅱ 社会と家庭をつなぐまちづくり
女性も男性も、お互いの立場を理解し合い、協力し合える社会の仕組みが整ってこそ、男
女がともに喜びと責任を分かち合うことのできる、男女共同参画社会が形成されます。
女性への支援はもとより、男性にとっても仕事やその他の社会生活と家庭生活との両立が
可能となる社会的気運の醸成を急ぎ、男女ともに生きやすい社会の形成をめざします。
<現状と課題>
人吉市市民意識調査においては、「男女共同参画社会、ワークライフバランス」などの用
語の認知度が目標値を上回るなど、徐々に男女共同参画社会への意識付けができてきたとい
えます。
しかし、女性が仕事を持つことについては、「女性が結婚したら仕事を辞め、子育てが終
わってから働くほうがよい」と答えた人が３割を、「女性は家庭に支障がない範囲で働くほ
うがよい」と答えた人が７割を超えており、固定的な性別役割分担意識(※)が解消されてい
ない現状があります。
国では、「平成３２年までに指導的地位に女性が占める割合を３０％程度とすること」を
目標に女性の参画拡大を進めており、平成２７年には「女性活躍推進法」を公布・施行しま
した。
現在、職場や地域社会などで女性が多くの分野に進出し、様々な活動を担っていますが、
その意思決定の場への参画が遅れています。又、本市における各種審議会や委員会などの女
性の登用率について、平成２８年度の目標値３０％に対し、実績値は２３％と依然として低
い結果になっており、引き続き積極的に取り組む必要があります。
又、男女を問わず人がその個性と能力を十分に発揮するためには、仕事やその他の社会生
活と家庭生活との調和が欠かせません。
男性中心型の労働慣行である長時間労働などの働き方は、女性に結婚や妊娠、出産などで
継続して働くことを困難に、又、長時間労働を強いられる男女に対して、地域生活や家庭生
活への参画を困難にしています。働き方の改革などへの支援を行うことで、今までの労働慣
行を見直す必要があります。
又、男女とも働きながら育児や介護ができる環境を整備するため、子育てや介護サービス
のさらなる充実を図るとともに、就業規則の整備をはじめ、職場における積極的な取り組み
を支援します。

※固定的性別役割分担
男女を問わず個人の能力などによって役割の分担を決めることが適当であるにもか
かわらず、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ことをいいます。
「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」などは固定的
な考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。
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【問】男女差別があってもやむをえないと思いますか
（平成２８年人吉市市民意識調査）
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【問】女性が職業を持つことについてどのように考えていますか。
（平成２８年人吉市市民意識調査）
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「男女差別があってもやむをえない」という考え方が、男女ともにいまだ一定数あるようです。
又、
「女性も職業を持ったほうがよいか」の問いに、９割以上が「そう思う・どちらかといえ
ばそう思う」と回答していますが、反面「家事・育児」に支障がない働き方を女性に求めてい
る人が、男女ともに多くいることが分かります。男女ともに性別による固定的役割分担が根強
く意識付けられているようです。
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基本方針１

固定的性別役割分担意識の解消

家庭や地域、職場における固定的な性別役割分担意識の解消をめざして、市民、事業者な
どへの啓発を強化します。
さらに、次代を担う子どもたちに男女共同参画社会づくりを推進する学習を充実させ、将
来の進路や仕事、結婚、家庭生活などで、多様な選択ができるよう指導の充実を図ります。
重点分野
主要施策
No

地域や職場における取組推進
男女共同参画の実態把握
具体的取組

内容説明

主な担当課

地域や職場における制度や慣行等、男女共
同参画を取り巻く本市の現状を調査・分析
推 進 状 況 調査とその公
１５
し、市民、事業者へ公表することで、課題 自治振興課
表
克服に向けた積極的な取組について、理解
と協力を求めます。

１６ 屋外広告等の実態調査

男女共同参画推進審議会等が中心となり、
屋外広告や表示物の現況を調査し、男女共
自治振興課
同参画を阻害する要因となる有害広告等の
実態把握を行います。

主要施策
No

広報・啓発活動の推進
具体的取組

内容説明

主な担当課

市職員を対象とした研修会や情報提供等を
１７ 職員研修の定期開催

１８

自治振興課
定期的に行うことで、職員の意識高揚と推
総務課
進計画への主体的な取組を促します。

市民や企業へ向けた講演会やセミナー等を
講 演 会 ・ セミナー等の 開催し、男女共同参画に対する市民の意識 自治振興課
開催

高揚と、推進計画への積極的な取組を促し 社会教育課
ます。

報道機関の協力を得ながら、男女共同参画
に関する適正な情報提供に努めます。又、
メディアにおける広
１９
人権や性別に偏らない表現への配慮等、男 自治振興課
報・啓発活動
女共同参画の視点に立った報道について、
関係機関の理解と協力を求めます。
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重点分野

教育における男女共同参画の推進

主要施策
No

男女平等を推進する教育・学習の充実
具体的取組

内容説明
主な担当課
中学校とのタイアップで性教育を実施し、
男女交際や行動選択について統計や実話を
２０ 思春期保健事業の実施
交えた話をすることで、互いに相手を尊重 保健センター
し、かつ自分を大切にした行動をとる気持
ちを育てます。
男 女 共 同 体験学習の実 小・中学生が乳幼児や高齢者と触れ合う、
２１
学校教育課
体験実習の場を提供します。
施
主要施策
No

多様な生き方を選択できる教育・学習の推進
具体的取組

内容説明
主な担当課
進路指導において、男女の違いによる職業
選択の自由が損なわれることのないよう配
子 ど も を取り巻く環境 慮するとともに、事業所における職場体験
２２
学校教育課
やインターンシップを通じて、子ども自身
の充実
が、将来を見通した自己形成ができるよ
う、キャリア教育の充実を図ります。
公民館主催の生涯学習講座として、男性の
ための料理教室や、介護等のテーマを取り
男 女 共 同 参画に関する
２３
上げ、家庭や地域において、男女ともに役 社会教育課
生涯学習の機会提供
割を担う意義や必要性について学習する機
会を提供します。

基本方針２

あらゆる分野での男女共同参画の推進

自営業における女性の地位向上、事業所における女性の登用拡大を図るため、男女の意
識・行動改革支援に取り組みます。同時に男女ともに働きやすい職場環境の整備に向けた啓
発を強化します。
又、防災・災害復興などの分野に男女それぞれの立場に立った視点を入れるため、女性の
参画を推進します。
重点分野
主要施策
No

政策・方針決定過程への女性の登用拡大
審議会等委員への女性の登用拡大
具体的取組

内容説明
主な担当課
各課・局が所管する審議会や各種委員会等
の委員選任にあたり、女性の登用３０％を
めざすとともに、根拠規程等の見直しを進
審 議 会 等 委員における
全課・局共
２４
めます。
女性の登用拡大
通
又、各種計画の策定や実行委員会等を組織
する際の委員選任についても、男女の比率
が均等になるよう配慮します。
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重点分野
主要施策
No

産業において女性の能力が発揮される環境の整備
事業所における取組支援
具体的取組

内容説明

主な担当課

ポジティブ・アクション(女性の登用、職域
事 業 所 に おけるポジテ 拡大等、積極的な改善措置を講じること。)
商工振興課
２５ ィ ブ ・ ア クションの推 が推進されるよう、各事業所に対して具体
総務課
的な手法や模範事例等を紹介し、企業にお
進
ける積極的な取組を支援します。
主要施策
No

自営業者等における取組推進
具体的取組

自 営 業 に おける家族従
２６
業者の就業環境整備

農 林 業 の 家族経営等に
２７ お け る 従 業者の就業環
境整備

２８

女 性 オ ペ レ ー ター の育
成

重点分野
主要施策
No

内容説明
自営業における仕事と家庭の役割分担に配
慮し、家族全員があらゆる社会活動に参加
できるよう、機関誌等を通じた広報を行い
啓発に努めます。
農林業の家族経営や小規模事業者におけ
る、仕事と家庭の役割分担に配慮し、家族
全員があらゆる社会活動に参加できるよ
う、従業条件を明確にした家族経営協定締
結の啓発と普及に努めます。
農機具等の操作方法等について、女性を対
象とした講習会を開催し、女性農林業従事
者の技術力向上に取り組みます。

主な担当課
商工振興課
農業振興課
農業委員会

農業振興課
農業委員会

農業振興課
農業委員会

雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保
男女の働き方の見直し
具体的取組

内容説明

主な担当課

結婚や出産を機に離職した女性や、介護を
２９ 継続就業・再就職支援
機に離職した男女の就職相談等を開催し、 福祉課
継続就業や再就職を支援します。
ノー残業デーの実施、短時間勤務制度の導
入、育児・介護休業制度を就業規則に明記
多 様 な 働 き方への取組
商工振興課
３０
するなど、仕事と生活の調和を重視する事
推進
総務課
業所の取組を促し、制度の積極的な活用を
推進します。
重点分野
主要施策
No

防災・災害時・復興時等における男女共同参画の推進
防災・災害復興対策分野における女性の参画拡大
具体的取組

内容説明

主な担当課

防 災 対 策 ・避難所の運 防災用物資の備蓄、避難計画等の検討、避
３１ 営 ・ 災 害 復興等 への女 難所の運営、復興計画の検討等に女性の参 防災安全課
性の視点の確保
画を促進します。
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基本方針３

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランスの推進)

子育てや保育サービスを充実させ、男女ともに仕事と生活のバランスを保ちながら、いき
いきと暮らせる社会の実現をめざします。
又、家事や育児、介護などに積極的に関わる男性を支援するため、地域や職場をはじめと
する啓発活動を強化し、男女の意識改革と社会的気運の醸成をめざします。
重点分野
主要施策
No

仕事と家庭、その他の活動との両立支援
育児支援の充実
具体的取組

３２ 両親学級の推進

内容説明

主な担当課

母性意識を高め、親子の健康管理に役立て
ることを目的とした母子手帳交付に際し
て、父親を含めた両親学級を開催すること 保健センター
で、妊娠期から夫婦で子育てに関わる意識
の高揚を図ります。

主要施策
No

保育サービス等の充実
具体的取組

内容説明

主な担当課

病児・病後児の預かり保育に対応できる病
児・病後児保育事業について、対応できる
病 児 ・ 病 後児保育の充
３３
医療機関等の増加を含めた拡充を図り、保 福祉課
実
護者の子育てと就労の両立支援体制の充実
につなげます。
保育サポーター養成講座を開催し、ファミ
フ ァ ミ リ ーサポートセ リーサ ポ ート センターひとよし 等 におい
３４
福祉課
ンター事業の充実
て、子育て支援を担う人材を育成すること
で事業を拡充させます。
子育て中の保護者と子どもたちが、地域の
方と気軽に交流できる場を提供し、仲間づ
くりや子育ての悩みに関する相談・助言を
地 域 の 子 育て支援機能
福祉課
３５
行うとともに、公民館において講座を実施
の充実
社会教育課
するなど、安心して子育て・子育ちができ
る、地域の子育て支援機能を充実 させま
す。

３６ 放課後児童健全育成

保護者が仕事等の理由で放課後家庭にいな
い、小学校に就学している児童に対して、
福祉課
学童クラブにおいて適切な遊びや生活の場
を提供し、児童の健全育成を支援します。
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主要施策
No
３７

男性の参画支援
具体的取組

男 性 の 家 事育児参画支
援

内容説明

主な担当課

男性を対象とした料理教室や子育て支援セ 福祉課
ミナー等の開催を通して、家事や育児に積 社会教育課
極的に関わる男性を支援します。

イクボス（職場で働く部下やスタッフの育
児や介護等の生活を考慮し、個人の人生と
男 性 の 育 児休業の取得 企業の業績両方を成立させることをめざす 商工振興課
３８
推進
上司）の育成のための啓発を行い、男性が 総務課
育児休業を取得できる環境づくりを推進し
ます。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現した社会
国民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、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方
が選択・実現できる社会
１

就労による経済的自立が可能な社会

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に
自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経
済的基盤が確保できる。
２

健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動へ
の参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。
３

多様な働き方・生き方が選択できる社会

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に
挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた
状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章より
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基本目標Ⅲ

市民との協働でひらくまちづくり

地域を形成する多様な人材が結集し、市、市民、事業者との協働によって持続力を高めな
がら、男女共同参画のまちをともに切り開いていくことを、本計画の最終目標に掲げて推進
します。
<現状と課題>
男女共同参画は、全ての人にとって必要な政策であるにもかかわらず、その必要性や意義
について理解されにくく、又、具体的な効果も見えにくいことから、国においても国民的広
がりを持った広報・啓発活動を課題の一つとしています。
本市においては、庁内推進体制組織として、各部・局の課長級以上で構成する推進会議・
幹事会を設置し、計画の進行管理と着実な推進に努めてきました。
平成２２年度には推進条例を制定するとともに、市が実施する男女共同参画施策の調査審
議機関として人吉市男女共同参画推進審議会を設置し、男女共同参画社会の形成の促進に関
する総合的な推進体制を整備しました。
市民の意見を幅広く市政に反映させるため、市が設置する各種審議会等委員の選任に際し
ては、一部公募制を取り入れています。今後も継続して協働の主体となる人材や団体などの
育成が必要です。
又、女性や高齢者をはじめ、地域における多様な人材の知識と経験を生かし、防災や環境
保全などの地域課題に対して、身近な地域で迅速に対応できるネットワークを構築し、地域
力を高めることも必要です。
人吉市市民意識調査では女性の地位向上のために市においてどのような施策が必要と思う
かという問いに対して「育児・介護休業制度を普及させる」「女性の雇用促進を図る」「保育
所・学童保育などの施設を充実させる」という回答が多く選択されています。事業所との連
携強化や、雇用、保健、福祉など様々な分野での支援が必要とされています。
このような現状を踏まえ、あらゆる分野の施策と連動しながら総合的に推進する第２次基
本計画を引き継ぎ、男女共同参画社会づくりに向けた、社会的気運を早期に高めなければな
りません。
加えて、我が国の男女共同参画政策が、国連をはじめとする国際的な女性の地位向上への
取組と連動して推進されてきたことから、本市においても、国際的協調を推進条例の基本理
念の一つに掲げています。本計画においても、男女共同参画に関連する国際的な動向を見据
え、交流や国際理解教育などを通じて、国際的視点に立った施策を推進する必要があります。
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人吉市の男女共同参画推進体制
人吉市男女共同参画推進会議
会長：副市長、副会長：教育長
幹事会

男女共同参画推進員

◇人吉市男女共同参画推進計
画に関すること。
◇男女共同参画社会の形成に
向けた施策の総合的かつ効
果的な推進に関すること。
◇その他男女共同参画社会の

課長級以上の職員

各課等の課員

推進会議の所掌事務

人吉市男女共同参画

の具体的事項につい

推進計画を効果的に

て、効果的に啓発推

推進する。

進する。

形成に関すること。

人吉市男女共同参画推進審議会
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申すると
ともに、必要な意見を述べることができる。
◇男女共同参画推進計画の策定及び変更に関すること。
◇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に関すること。
◇人吉市男女共同参画推進条例(平成 22 年人吉市条例第 17 号)第 18 条第 1 項に規定する
苦情及び相談に関すること。
◇前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重要なこと。

男女共同参画をめぐる国際的な指標
日本は「長寿で健康な生活」「知識」「人間らしい生活水準」によって人間開発の達成度を
示す「人間開発指数(HDI)」では 188 か国中 17 位と上位ですが、その人間開発指数の男女の格
差を表す「ジェンダー開発指数（GDI）」は、55 位まで下がっています。
又、女性から人間開発の可能性を奪うものとして、教育格差や妊産婦の死亡率、若年女性の
出産率など、貧困問題に関係の深い基礎的な部分を重視した「ジェンダー不平等指数（GII）」
の順位が 21 位であることと比べ、女性の政治･経済参画度の低さ、賃金や高等教育就学率の男
女格差が影響する「ジェンダー・ギャップ指数（GGI）」では低い順位となっています。
「ジェンダー不平等指数」が過去最低の順位であったことと「ジェンダー・ギャップ指数」
とのランクの差において、国の開発レベルに比べ男女平等の進まない日本の現状が表れていま
す。
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人間開発指数（HDI）

ジェンダー開発指数（GDI）

17 位／188 か国（2015 年公表）

55 位／160 か国（2015 年公表）

順位

国名

HDI 値

順位

国名

GDI 値

1

ノルウェー

0.949

1

ウクライナ

1

2

オーストラリア

0.939

1

フィンランド

1

2

スイス

0.939

3

フィリピン

1.001

4

ドイツ

0.926

3

タイ

1.001

5

デンマーク

0.925

5

スロベニア

1.003

5

シンガポール

0.925

17

日本

0.903

55

0.97

日本

人間開発とは人々が生産的かつ創造的な

人間開発における男女格 差を表すもの

人生を開拓できる環境を創ることです。

で、男女別の人間開発指数の比率で示さ

1 に近いほど個人の基本的選択肢 が広

れます。男性優位（１以下）、女性優位

い、つまり人間開発が進んでいます。

（１以上）どちらも反映されます。

※1

※2

ジェンダー不平等指数（GII）

ジェンダー・ギャップ指数（GGI）

21 位／159 か国（2015 年公表）
順位

国名

114 位／144 か国（2017 年公表）

GII 値

順位

国名

GGI 値

1

スイス

0.04

1

アイスランド

0.878

2

デンマーク

0.041

2

ノルウェー

0.83

3

オランダ

0.044

3

フィンランド

0.823

4

スウェーデン

0.048

4

ルワンダ

0.822

5

アイスランド

0.051

5

スウェーデン

0.816
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日本

0.116

114

日本

0.657

国家の人間開発の達成が男女の不平等に

経済分野、教育分野、保健分野、政治分

よってどの程度妨げられているかを明ら

野の各種データから算出される、男女格

かにするものです。

差を図る指数です。
※3

※1,2,3
※4

※4

国連開発計画(UNDP) Human Development Report 2015 より作成
世界経済フォーラム(WEF) The Global Gender Gap Report 2017 より作成

※ジェンダー
生物学的な性差に「男性だからこうあるべき、女性だからこうあるべき」というよ
うな、社会的・文化的に要求される役割などを付加した社会的な性差のこと。
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基本方針１

推進体制の強化

各課・局が所管する全ての事務事業に男女共同参画の視点を盛り込み、全庁的に取り組み
ます。
又、働く男女の地域活動への参画支援を強化します。併せて、身近な地域において、共同
の主体となるリーダーの育成や、男女共同参画を支える拠点となる活動の支援を行い、男女
共同参画社会づくりの裾野を広げます。
重点分野
主要施策
No

市の推進体制の強化
総合的な推進体制の整備
具体的取組

推 進 会 議 ・幹事会の組
３９ 織機能強化

内容説明

主な担当課

市が実施するあらゆる事務事業に男女共同
参画の視点がいかされ、施策に反映される
よう、庁内推進体制としての推進会議・幹
自治振興課
事会において徹底した進行管理を行い、計
画の着実な推進に向けた体制を強化しま
す。
市が計画書を策定する際には、高齢者や障

がい者、子ども、外国人等あらゆる男女の
立場に配慮し、男女共同参画の視点を反映
男 女 共 同 参画の視点に
させます。
各課・局共
４０ 配 慮 し た 計画書等の作
又、広報紙やホームページをはじめ、出版 通
成
物等を作成する場合は、男女の人権や青少
年保護を考慮した表現方法やイラストの選
択をします。
重点分野
主要施策
No

男女で担う地域活動等の推進
働く男女の地域活動への参画支援
具体的取組

内容説明

主な担当課

働く男女が、町内会や子ども会、ＰＴＡ等
男 女 の 地 域活動等への の地域活動に主体的に関わる環境づくりを
４１
自治振興課
支援
進めるため、事業所等を通じた啓発を行い
ます。
主要施策
No

男女共同参画の拠点となる活動への支援
具体的取組

内容説明

主な担当課

地域に根ざした各種支援活動を行う団体等
４２

男 女 共 同 参画の拠点的 について、情報提供等の必要な支援を行
自治振興課
活動への支援
い、男女共同参画社会の担い手となる人材
や団体を育成します。
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重点分野

人材等の育成

主要施策
No

市政への積極的な参画支援
具体的取組

内容説明

主な担当課

市が設置する審議会や計画策定等に伴い組
４３

審 議 会 等 における公募 織する委員の選任にあたり、内容等が公募 各 課 ・ 局 共
制の導入
に適しているものについて、公募制を推進 通
します。

主要施策
No

地域リーダーとなる人材・活動への支援
具体的取組

４４ 地域リーダーの育成

内容説明

主な担当課

県が主催する男女共同参画社会づくり地域
リーダー育成研修参加者に対し、参加費の
自治振興課
助成や研修後の活動支援を行い、地域リー
ダーとして活躍できる人材を育成します。

市が実施する各種事業の経験者やボランテ
市 民 ボ ラ ンティアの育 ィア養成講座等の受講者に活動の場を提供 各 課 ・ 局 共
４５
成
することで、地域人材の育成につなげま 通
す。

基本方針２

国際的協調

次世代を担う若者の国際感覚を磨き、国際基準の男女共同参画の視点を養います。
多種多様な文化・習慣の違いを理解する「多文化共生」の視点に立った施策を推進するこ
とで、多様性を認め合い尊重する社会づくりをめざします。
重点分野
主要施策
No

国際的概念、動向の把握、情報発信
国際理解教育、国際交流の推進
具体的取組

内容説明

主な担当課

ＡＬＴ（外国語指導助手）をはじめとす
る、人吉・球磨管内在住外国人と市民との
講 座 、 セ ミナー等の開
４６
交流機会を提供し、世界各国における男女 社会教育課
催
共同参画の現状について理解を深め、国際
感覚を養います。
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第４章

計画に掲げる指標

男女共同参画社会の形成状況を把握するため、５年後の推移を調査する各種データです。
目標値
指標
現況
所管課等
（H34）
基本目標Ⅰ

個人が尊重されるまちづくり

人権の尊重
1 人権相談窓口の認知度
1

2

人権が尊重されていると思う人の割合（男女平
均値）

3 男女平等だと思う人の割合(男女平均値)

59％

70％ 自治振興課

38％

70％ 自治振興課

18％

60％ 自治振興課

56％

70％ 自治振興課

あらゆる暴力の根絶
2

1 ＤＶ被害相談窓口の認知度
2 ＤＶを正しく理解している人の割合

―

60％ 自治振興課

生涯を通じた健康への配慮
3

306 人
/1 年

1 食育関連事業参加者数

農業委員会
360 人
保健センター
/1 年
福祉課

基本目標Ⅱ
社会と家庭をつなぐまちづくり
固定的性別役割分担意識の解消
1

1 「男女共同参画社会」という用語の認知度
2 中学生の職場体験受入事業者数

82％

90％ 自治振興課

98 事業所
/1 年

110 事業所
学校教育課
/1 年

あらゆる分野での男女共同参画の推進
2

1 審議会等委員に占める女性の割合
2

23％

市役所の管理的地位にある職員（課長級以上）
に占める女性の割合

30％ 全課・局共通

9％

20％ 総務課

1 ヵ所

2 ヵ所 福祉課

仕事と生活の調和
3

1 病児・病後児保育事業実施箇所数
2 男性の家事育児参画支援講座等の開催数

基本目標Ⅲ
市民との協働でひらくまちづくり
推進体制の強化
市広報、その他メディア等への男女共同参画社
1
会づくり推進の記事等掲載の回数
1
熊本県男女共同参画社会づくり地域リ－ダ－育
2
成研修受講者数

2 回/1 年

5 回/1 年 全課・局共通

2 回/1 年

5 回/１年 全課・局共通

1 人/1 年

２人/１年 自治振興課

6 人/2 年

６人/１年 社会教育課

49 人/1 年

60 人/1 年 社会教育課

国際的協調
2

1 海外研修等への青少年派遣数
2 国際交流・国際理解教育講座への参加者数
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第５章

資料編
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１

男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6 月 23 日

我が国においては、日本国憲法に個人の尊
重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実
現に向けた様々な取組が、国際社会における
取組とも連動しつつ、着実に進められてきた
が、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の
成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変
化に対応していく上で、男女が、互いにその
人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に
かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮
することができる男女共同参画社会の実現は、
緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画
社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決
定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆ
る分野において、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の推進を図っていくことが
重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成について
の基本理念を明らかにしてその方向を示し、
将来に向かって国、地方公共団体及び国民の
男女共同参画社会の形成に関する取組を総
合的かつ計画的に推進するため、この法律を
制定する。

第一章

総則

法律第 78 号）

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会
の対等な構成員として、自らの意思によっ
て社会のあらゆる分野における活動に参画
する機会が確保され、もって男女が均等に
政治的、経済的、社会的及び文化的利益を
享受することができ、かつ、共に責任を担
うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会
に係る男女間の格差を改善するため必要な
範囲内において、男女のいずれか一方に対
し、当該機会を積極的に提供することをい
う。

(男女の人権の尊重)
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の
個人としての尊厳が重んぜられること、男
女が性別による差別的取扱いを受けないこ
と、男女が個人として能力を発揮する機会
が確保されることその他の男女の人権が尊
重されることを旨として、行われなければ
ならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)

(目的)
第一条 この法律は、
男女の人権が尊重され、
かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊
かで活力ある社会を実現することの緊要性
にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関
し、基本理念を定め、並びに国、地方公共
団体及び国民の責務を明らかにするととも
に、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策の基本となる事項を定めることによ
り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ
計画的に推進することを目的とする。
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第四条 男女共同参画社会の形成に当たっ
ては、社会における制度又は慣行が、性別
による固定的な役割分担等を反映して、男
女の社会における活動の選択に対して中立
でない影響を及ぼすことにより、男女共同
参画社会の形成を阻害する要因となるおそ
れがあることにかんがみ、社会における制
度又は慣行が男女の社会における活動の選
択に対して及ぼす影響をできる限り中立な
ものとするように配慮されなければならな
い。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

に寄与するように努めなければならない。

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、
(法制上の措置等)
社会の対等な構成員として、国若しくは地
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成
方公共団体における政策又は民間の団体に
の促進に関する施策を実施するため必要な
おける方針の立案及び決定に共同して参画
法制上又は財政上の措置その他の措置を講
する機会が確保されることを旨として、行
じなければならない。
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)

(年次報告等)

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を
構成する男女が、相互の協力と社会の支援
の下に、子の養育、家族の介護その他の家
庭生活における活動について家族の一員と
しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活
動以外の活動を行うことができるようにす
ることを旨として、行われなければならな
い。

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同
参画社会の形成の状況及び政府が講じた男
女共同参画社会の形成の促進に関する施
策についての報告を提出しなければならな
い。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共
同参画社会の形成の状況を考慮して講じよ
うとする男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策を明らかにした文書を作成し、
これを国会に提出しなければならない。

(国際的協調)
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が
国際社会における取組と密接な関係を有し
ていることにかんがみ、男女共同参画社会
の形成は、国際的協調の下に行われなけれ
ばならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進
に関する基本的施策
(男女共同参画基本計画)

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策の総合的かつ計画的な
第八条 国は、第三条から前条までに定める
推進を図るため、男女共同参画社会の形成
男女共同参画社会の形成についての基本理
の促進に関する基本的な計画(以下「男女
念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
共同参画基本計画」という。)を定めなけ
男女共同参画社会の形成の促進に関する
ればならない。
施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)
2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事
を総合的に策定し、及び実施する責務を有
項について定めるものとする。
する。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策の大綱
(地方公共団体の責務)
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっと
社会の形成の促進に関する施策を総合的か
り、男女共同参画社会の形成の促進に関し、
つ計画的に推進するために必要な事項
国の施策に準じた施策及びその他のその地
3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意
方公共団体の区域の特性に応じた施策を策
見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を
定し、及び実施する責務を有する。
作成し、閣議の決定を求めなければならな
い。
(国民の責務)
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭そ
の決定があったときは、遅滞なく、男女共
の他の社会のあらゆる分野において、基本
同参画基本計画を公表しなければならない。
理念にのっとり、男女共同参画社会の形成

(国の責務)
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5

(苦情の処理等)

前二項の規定は、男女共同参画基本計画
の変更について準用する。

(都道府県男女共同参画計画等)
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計
画を勘案して、当該都道府県の区域におけ
る男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策についての基本的な計画(以下「都道
府県男女共同参画計画」という。)を定め
なければならない。
2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げ
る事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期
的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区
域における男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項
3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都
道府県男女共同参画計画を勘案して、当該
市町村の区域における男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策についての基本的
な計画(以下「市町村男女共同参画計画」
という。)を定めるように努めなければな
らない。
4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共
同参画計画又は市町村男女共同参画計画
を定め、又は変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同
参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ
る施策を策定し、及び実施するに当たって
は、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ
ればならない。

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策又は男女
共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め
られる施策についての苦情の処理のために
必要な措置及び性別による差別的取扱いそ
の他の男女共同参画社会の形成を阻害する
要因によって人権が侵害された場合におけ
る被害者の救済を図るために必要な措置を
講じなければならない。

(調査研究)
第十八条 国は、社会における制度又は慣行
が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に
関する調査研究その他の男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策の策定に必要
な調査研究を推進するように努めるものと
する。

(国際的協調のための措置)
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を
国際的協調の下に促進するため、外国政府
又は国際機関との情報の交換その他男女共
同参画社会の形成に関する国際的な相互
協力の円滑な推進を図るために必要な措置
を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する
支援)
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男
女共同参画社会の形成の促進に関する施
策及び民間の団体が男女共同参画社会の
形成の促進に関して行う活動を支援するた
め、情報の提供その他の必要な措置を講ず
るように努めるものとする。

第三章

男女共同参画会議

(国民の理解を深めるための措置)

(設置)

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動
等を通じて、基本理念に関する国民の理解
を深めるよう適切な措置を講じなければな
らない。

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議
(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)
第二十二条
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会議は、次に掲げる事務をつか

さどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条
第三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣
又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参
画社会の形成の促進に関する基本的な方針、
基本的な政策及び重要事項を調査審議す
ること。
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議
し、必要があると認めるときは、内閣総理
大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる
こと。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の実施状況を監視し、
及び政府の施策が男女共同参画社会の形
成に及ぼす影響を調査し、必要があると認
めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣
に対し、意見を述べること。

(議員の任期)

(組織)

(政令への委任)

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人
以内をもって組織する。

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

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任
期は、二年とする。ただし、補欠の議員の
任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の議員は、再任される
ことができる。

(資料提出の要求等)
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行す
るために必要があると認めるときは、関係
行政機関の長に対し、監視又は調査に必要
な資料その他の資料の提出、意見の開陳、
説明その他必要な協力を求めることができ
る。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために
特に必要があると認めるときは、前項に規
定する者以外の者に対しても、必要な協力
を依頼することができる。

(議長)
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって
充てる。
2 議長は、会務を総理する。

附

則

抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(議員)
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって
充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた
識見を有する者のうちから、内閣総理大臣
が任命する者
2 前項第二号の議員の数は、同項に規定す
る議員の総数の十分の五未満であってはな
らない。
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいず
れか一方の議員の数は、同号に規定する議
員の総数の十分の四未満であってはならな
い。
4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
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(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九
年法律第七号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の男女共
同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置
法」という。)第一条の規定により置かれ
た男女共同参画審議会は、第二十一条第一
項の規定により置かれた審議会となり、同
一性をもって存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法
第四条第一項の規定により任命された男女
共同参画審議会の委員である者は、この法
律の施行の日に、第二十三条第一項の規定

により、審議会の委員として任命されたも
のとみなす。この場合において、その任命
されたものとみなされる者の任期は、同条
第二項の規定にかかわらず、同日における
旧審議会設置法第四条第二項の規定によ
り任命された男女共同参画審議会の委員と
しての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法
第五条第一項の規定により定められた男女
共同参画審議会の会長である者又は同条
第三項の規定により指名された委員である
者は、それぞれ、この法律の施行の日に、
第二十四条第一項の規定により審議会の
会長として定められ、又は同条第三項の規
定により審議会の会長の職務を代理する委
員として指名されたものとみなす。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第
一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正す
る法律(平成十一年法律第八十八号)の施
行の日から施行する。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＝平成一三年一月六日)
一
二

略
附則第十条第一項及び第五項、第十四条
第三項、第二十三条、第二十八条並びに第
三十条の規定 公布の日

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日にお
いて次に掲げる従前の審議会その他の機関
の会長、委員その他の職員である者(任期
の定めのない者を除く。)の任期は、当該
会長、委員その他の職員の任期を定めたそ
れぞれの法律の規定にかかわらず、その日
に満了する。
一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会

33

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

附 則 (平成一一年一二月二二日法律
第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除
く。)は、平成十三年一月六日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
（以下略）

２

人吉市男女共同参画推進条例（平成 22 年 6 月 25 日

日本国憲法においては、基本的人権の一つ
として個人の尊厳と男女の平等がうたわれて
いる。
本市においても、人吉市男女共同参画推進
懇話会の提言に基づく基本計画の策定をはじ
め、多くの市民、団体等が一体となって啓発
活動等に積極的に取り組み、男女共同参画の
推進に努めてきたところである。
しかしながら、役割分担意識や社会におけ
る活動の選択においては、いまだ多くの課題
が残されている。また、少子高齢化社会や地
域社会の変化、情報技術の急速な発展などに
対応していく上で、男女がお互いの人権を尊
重し、あらゆる分野において対等に協力し、
責任と喜びを分かち合い、その個性と能力を
発揮することができる社会の実現が緊要な課
題である。
人吉市においては、男女が対等なパートナ
ーとしてあらゆる分野に参画できるまちの実
現に向けて、市民、事業者及び行政が連携協
力しながら、男女共同参画社会の形成に向け
た取組を総合的かつ計画的に推進するため、
この条例を制定する。

条例第 17 号）

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。
(3) 市民 市内に居住し、市内に通勤若し
くは通学し、又は滞在するすべての者をい
う。
(4) 事業者 営利又は非営利を問わず、市
内において事業活動を行うすべての個人及
び法人その他の団体をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 他の者
を不快にさせる性的な言葉や動作により相
手方の生活環境を害する行為又は当該言
葉や動作に対する相手方の対応によって不
利益を与える行為をいう。
(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶
者又は親密な関係にある、若しくはあった
者に対して身体的又は精神的な苦痛を与
える暴力的行為をいう。

(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形
(基本理念)
成の促進に関する基本理念を定め、市、市
第3条 男女共同参画社会の形成については、
民及び事業者の責務を明らかにするととも
次に掲げる基本理念(以下「基本理念」と
に、市の男女共同参画社会の形成に関する
いう。)に基づき推進されなければならな
施策の基本的事項を定め、
その施策を総合
い。
的かつ計画的に推進することにより、男女
(1) 男女の人権の尊重 男女の個人として
共同参画社会を実現することを目的とする。
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
(定義)
個人として能力を発揮する機会が確保され
第2条 この条例において、次の各号に掲げ
ることなど、あらゆる男女の人権が尊重さ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
れること。
るところによる。
(2) 社会における制度又は慣行の見直し
(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社
社会における制度又は慣行について、男女
会の対等な構成員として、自らの意思によ
の社会における活動の選択に対して及ぼす
って社会のあらゆる分野における活動に参
影響が中立的に働くよう必要に応じて見
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(事業者の責務)

直されること。
(3) 政策等の立案及び決定への共同参画
男女が社会の対等な構成員として、市にお
ける政策又は事業者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。
(4) 家庭生活における活動と他の活動の両
立 家族を構成する男女が、相互の協力と
社会の支援の下に、家事、子の養育、家族
の介護その他の家庭生活における活動と地
域及び職場における活動その他の活動とを
両立して行うことができること。
(5) 生涯を通じた健康への配慮 男女が対
等な関係の下に、互いの性について理解を
深めることにより、妊娠、出産等に関して
互いの意思が尊重され、かつ、生涯にわた
って心身ともに健康な生活が営むことがで
きるよう配慮されること。
(6) 国際的協調 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
関係を有しているため、
国際的な協調の下
に行われること。

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当
たっては、基本理念にのっとり、男女共同
参画社会の形成の促進に努めるものとする。
2 事業者は、市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に積極的に
協力するよう努めるものとする。

(市、市民及び事業者の協働)
第7条 市、市民及び事業者は、それぞれの
主体的な取組及び相互の連携協力により、
男女共同参画社会の形成の促進を協働し
て行うものとする。

(性別による差別的取扱いの禁止)
第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その
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
メント及びドメスティック・バイオレンス
を行ってはならない。

(公衆に表示する情報における表現への配慮)
第9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又は女性
若しくは男性に対する暴力を助長し、又は
連想させる表現及び過度の性的な表現を
行わないよう配慮しなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、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、計画的にこれを実施しなけれ
ばならない。
2 市は、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に当たり、市民、事
業者、国及び他の地方公共団体との連携に
努めなければならない。

(男女共同参画推進計画の策定等)
第10条 市長は、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
実施するため、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
同参画推進計画」という。)を定めなけれ
ばならない。
2 市長は、男女共同参画推進計画を定める
ときは、市民の意見を反映させるための措
置を講ずるとともに、人吉市男女共同参画
推進審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、男女共同参画推進計画を定めた
ときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。
4 前2項の規定は、男女共同参画推進計画の
変更について準用する。

(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、
職場、学校、地域その他の社会のあらゆる
分野において、
自ら進んで男女共同参画社
会の形成の促進を図るよう努めるものとす
る。
2 市民は、市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に積極的に協
力するよう努めるものとする。
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(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

進に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するため、
体制の整備を図るとともに、
法制上及び啓発活動等に必要な財政上の
措置を講ずるよう努めるものとする。

第11条 市は、男女共同参画社会の形成の促
進に関し、市民及び事業者の理解を深める
ために、広報活動の充実、啓発活動等の適
切な措置を講じなければならない。

(苦情及び相談の対応)
(市民及び事業者の活動に対する支援)

第18条 市民及び事業者は、市が実施する男
第12条 市は、市民又は事業者が行う男女共
女共同参画社会の形成の促進に関する施
同参画社会の形成の促進に関する活動を
策又は男女共同参画社会の形成に影響を
支援するため、情報の提供その他の必要な
及ぼすと認められる施策について苦情又は
措置を講ずるよう努めるものとする。
相談があるときは、市長に申し出ることが
できる。
(家庭生活と職業生活等との両立の促進)
2 市民は、性別による差別的取扱いその他
第13条 市は、男女が家庭生活と職業生活等
男女共同参画社会の形成を阻害する要因
とを両立することができるよう、保育及び
による人権侵害を受けたときは、市長に相
介護に関するサービスの充実、職場におけ
談を申し出ることができる。
る環境づくりの促進等のための適切な措置
3 市長は、前2項に規定する苦情又は相談の
を講ずるものとする。
申出があったときは、関係機関との連携を
図る等適切かつ迅速な対応に努めるものと
(自営業における男女共同参画社会の形
する。
成の促進)
4 市長は、第1項に規定する苦情又は相談の
第14条 市は、農林水産業、商工業等の自営
申出について、必要があると認めるときは、
業の経営及びこれらに関する活動において、
人吉市男女共同参画推進審議会の意見を
男女が共同して参画できる機会が確保され
聴くものとする。
るよう、情報の提供その他の活動を促進す
るために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要
な事項は、市長が別に定める。

(教育の推進及び学習の支援)
第15条 市は、学校教育、社会教育等あらゆ
る教育及び学習を通じて男女共同参画に
関する教育及び学習が適切に行われるため
の必要な支援を行うものとする。

附

この条例は、公布の日から施行する。

(積極的改善措置)
第16条 市長及びその他の任命権者は、その
職員の登用に当たっては、性別にかかわら
ず、その能力に応じ均等な機会を確保する
よう努めるものとする。
2 市は、附属機関等の設置に当たっては、
積極的改善措置を講ずることにより、でき
る限り男女の構成員の数の均衡を図るよう
努めるものとする。

(推進体制の整備等)
第17条

則

市は、男女共同参画社会の形成の促
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の概要
（内閣府男女共同参画局資料から）

被

者
情報提供努力義務

保護命令の申立て
・被害者の配偶者からの身
体に対する暴力
・被害者の配偶者から生命
等に対する脅迫
＊配偶者暴力相談支
援センター・警察への
相談等がない場合、
公
証人面前宣誓供述書
を添付

害

相談
援助
保護

国民
（医師等）
①発見した者による
通報の努力義務
②医師等は通報する
ことができる
（被害
者の意思を尊重す
るよう努める）

警察
〇暴力の防止
〇被害者の保護
〇被害発生防止のために必
要な措置・援助
連携

地裁の請求に基づく
書面提出等

地
方
裁
判
所

保護命令発令の通知
＊配偶者暴力相談支援センター
への通知は、センターへの相
談等があった場合のみ

保護命令
〇被害者への接近禁止命令
〇子への接近禁止命令
〇親族等への接近禁止命令
〇電話等禁止命令
〇退去命令（2 か月）

（6 か月）

配偶者暴力相談支援センター
〇相談又は相談機関の紹介
委託
〇カウンセリング
〇緊急時における安全の確保
〇一時保護（婦人相談所）
〇自立支援・保護命令利用・シェル
ターの利用についての情報提供・
助言・関係機関との連絡調整・そ
の他の援助
連携
福祉事務所
〇自立支援等
母子生活支援 施設へ
の入所、保育所への入
所、生活保護の対応、
児童扶養手当 の認定
等

連携

（
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
・
母
子
生
活
支
援
施
設
等
）

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者

民間団体

発令
相手方
申立人の配偶者・元配偶者（事実婚を含む。
）、生活の本拠
を共にする交際相手、元生活の本拠を共にする交際相手

保護命令違反に対する罰則
1 年以下の懲役又は 100 万円以
下の罰金

国や地方公共団体は・・・
〇主務大臣（内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣、厚生労働大臣）による基本方針の策定
〇都道府県・市町村による基本計画の策定（市町村については努力義務）
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要
（厚生労働省資料から）

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮
されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍
を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。
女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定
的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家
庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

基本方針等の策定
国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
。
地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内にお
ける女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定（努力義務）。

事業主行動計画の策定等
国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。
国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施。
（労働者が 300 人以下の民間事
業主については努力義務）
女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析
【参考】状況把握する事項：①女性採用比率

②勤続年数男女差

③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等
上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表等（取組実施・目標達成は努力義務）
女性の活躍に関する情報の公表
（省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表）

国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。

女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。
地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。
地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織するこ
とができることとする（任意）
。

その他
原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成 28 年４月１日施行）
。
10 年間の時限立法。
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人吉市男女共同参画推進審議会委員名簿

人吉市男女共同参画推進審議会【第４期】
氏

名

備

考

今村

朱美

会長

人吉市社会教育委員会

魚住

光二

副会長

一般

有馬

智恵子

一般

大瀬

彦一

人吉市民生委員児童委員協議会

尾方

篤

人吉市教育委員会

黒木

謙次

人吉市 PTA 連絡協議会

椎屋

恵美

人吉商工会議所

中村

章男

一般

西邨

留美子

国際ソロプチミスト

平山

美佳

一般社団法人

前田

しをり

ほっとステーション

吉岡

義起

人吉市校区公民館長連絡協議会

渡邊

利香

一般

和田

冨美子

一般

ひとよし球磨青年会議所
九ちゃんクラブ

（会長、副会長以下は50音順）
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男女共同参画に関する、世界、国、県の動き
年

熊本県

日本
*婦人問題企画推進本部設置
*婦人問題企画推進会議開催

1975 年
（昭和 50 年）

1977 年
1979 年

*国連第 34 回総会「女性差
別撤廃条約」採択

（昭和 54 年）
*「県婦人問題行政推進会
議」設置

*「国連婦人の十年」中間世
界会議
*「国連婦人十年後半期行動
プログラム」採択

（昭和 55 年）

1981 年

*国際婦人年
*国際婦人年世界会議
*「世界行動計画」採択

*「国内行動計画」策定
*「国立女性教育会館」設置

（昭和 52 年）

1980 年

世界

*「県婦人問題懇話会」設置

（昭和 56 年）

*「国内行動計画後期重点目
標」策定

*「県婦人問題基本計画」策定
*「婦人問題シンポジウム」
（昭和 58 年）
開催

1983 年

*国連婦人の十年最終記念
事業「くまもと婦人フォー
（昭和 60 年） ラム」開催

1985 年

1986 年
（昭和 61 年）

*「女性のための実施計画
書」策定

1987 年
（昭和 62 年）

*「男女雇用機会均等法」の *「国連婦人の十年」ナイロ
公布
ビ世界会議「婦人の地位向
上のためのナイロビ将来戦
*「女子差別撤廃条約」批准
略」採択
*婦人問題企画推進本部拡充
*婦人問題企画推進有識者
会議開催
*「西暦 2000 年に向けての
新国内行動計画」策定

*「県婦人問題懇話会」が女
性の登用等について知事
（昭和 63 年） へ提言

1988 年

*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
ビ将来戦略に関する第 1回
見直しと評価に伴う勧告
及び結論」採択

1990 年
（平成 2 年）

1991 年

*「育児休業法」の公布

（平成 3 年）

1993 年
（平成 5 年）

*「短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律（パ
ートタイム労働法）
」の公布
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年

熊本県

日本

世界

*男女共同参画社会形成の *男女共同参画室・男女共同
ための「ハーモニープラン
参画審議会（政令）
・男女
（平成 6 年） くまもと」策定
共同参画推進本部設置

1994 年

*「県農山漁村女性ビジョ
ン」策定
1995 年
*熊本県男女共同参画社会
（平成 7 年）
推進懇話会設置

*「育児休業法」の改正（介
護休業制度の法制化）

*第 4 回世界女性会議 平
等、開発、平和のための行
動
*「北京 宣言及び行動綱領」
採択

*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

1996 年
（平成 8 年）

1997 年

*男女共同参画審議会設置
*「介護保険法」公布

（平成 9 年）

*「男女共同参画社会基本
法」成立、施行
*「食料・農業・農村基本法」
公布、施行

1999 年
（平成 11 年）

*「熊本県総合計画」に、男 *「男女共同参画基本計画」 *国連特別総会「女性 2000
女共同参画システムづくり
閣議決定
年会議」
2000 年
が挑戦プロジェクトに盛り
*「女性・平和・安全保障に
（平成 12 年） 込まれる
関する国連安保理決議第
1325 号」採択
*「熊本県男女共同参画計画
（ハーモニープランくまも
と 21）」策定
2001 年
*「熊本県農山漁村男女共同
（平成 13 年） 参画推進プラン」策定
*「熊本県男女共同参画推進
条例」策定

*男女共同参画会議設置
*男女共同参画局設置
*「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関
する法律」施行
*「仕事と子育ての両立支援策
の方針について」閣議決定

*「熊本県男女共同参画推進
条例」施行

*アフガニスタンの女性支援
に関する懇談会開催

2002 年

*「男女共同参画センター」
（平成 14 年） 開設
*「熊本県男女共同参画審議
会」設置

2003 年
（平成 15 年）

*「女性のチャレンジ支援策
の推進について」男女共同
参画推進本部決定
*「少子化社会対策基本法」
公布、施行
*「次世代育成支援対策推進
法」公布、施行
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年

熊本県

日本
*「女性国家公務員の採用・
登用の拡大等について」男
女共同参画推進本部決定

2004 年
（平成 16 年）

*「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」改正

*「熊本県配偶者等からの暴
力の防止及び被害者の保
（平成 17 年） 護等に関する基本計画」策
定

*「男女共同参画基本計画
（第 2 次）
」閣議決定

*「熊本県男女共同参画計
画」改定
*「熊本県農山漁村男女共同
参画プランⅡ」策定

*「国の審議会等における女
性委員の登用の促進につ
いて」男女共同参画推進本
部決定

2005 年

2006 年

*「女性の再チャレンジ支援
プラン」策定

*「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」改正
*「パートタイム労働法」改正
*「子どもと家族を応援する
日本」重点戦略とりまとめ
*「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲
章」
・
「仕事と生活の調和推
進のための行動指針」策定

2007 年
（平成 19 年）

*「熊本県配偶者等からの暴
力の防止及び被害者の保
（平成 20 年） 護等に関する基本計画」改
定

2008 年

*「女性の参画加速プログラ
ム」男女共同参画推進本部
決定
*男女共同参画シンボルマ
ーク決定
*「育児・介護休業法」改正

2009 年
（平成 21 年）

*APEC 第 15 回女性リーダー
ズネットワーク会合
*第 8 回男女共同参画担当
者ネットワーク会合

2010 年

*国連「北京＋15」記念会合

*「仕事と生活の調和憲章」
・
「仕事と生活の調和推進
のための行動指針」改定
*「第 3 次男女共同参画基本
計画」閣議決定

（平成 22 年）

（平成 23 年）

*国連「北京＋10」閣僚級会合

*「男女雇用機会均等法」改正
*東アジア男女共同参画担
当大臣会合開催
*「女性の再チャレンジ支援
プラン」改定

（平成 18 年）

2011 年

世界

*「熊本県男女共同参画計
画」改定

*UN Women 正式発足
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年

熊本県

2012 年
（平成 24 年）

（平成 25 年）

*第 56 回国連婦人の地位委
員会「自然災害におけるジ
ェンダー平等と女性のエン
パワ―メント」決議案採択

*「パートタイム労働法」改
正
*「日本再興戦略」改訂 2014
に「
『女性が輝く社会』の
実現」が掲げられる

*「熊本県女性の社会参画加
速化戦略」策定

*「女性活躍加速のための重 *国連「北京+20」記念会合
点方針 2015」策定
（第 59 回国連婦人の地位
委員会）
*「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」 *第 3 回国連防災世界会議
公布
「仙台防災枠組」採択

2015 年
（平成 27 年）

*「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
完全施行
*「女性活躍加速のための重
点方針 2016」策定
*「女性の活躍推進のための
開発戦略」策定
*「育児・介護休業法」
・
「男
女雇用機会均等法」等の改
正
*G7 伊勢・志摩サミット「女
性の能力開花のための G7
行動指針」
・
「女性の理系キ
ャリア促進のためのイニシ
アティブ」に合意

2017 年
（平成 29 年）

*第 58 回国連婦人の地位委
員会「自然災害におけるジ
ェンダー平等と女性のエン
パワーメント」決議案採択

*「第 4 次男女共同参画基本 *UN Women 日本事務所開設
計画」閣議決定
*「女性・平和・安全保障に
関する行動計画」策定
*「熊本県男女共同参画計
画」改定

（平成 28 年）

*「「女性の活躍促進による
経済活性化」行動計画」策
定

*「熊本県女性の社会参画加
速化会議」発足

（平成 26 年）

2016 年

世界

*「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」改正
*「日本再興戦略」の中核に
「女性の活躍推進」が位置
付けられる

2013 年

2014 年

日本

*「女性活躍加速のための重
点方針 2017」策定
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男女共同参画に関する人吉市の取組

年
1991 年
(平成 3 年)

1993 年
(平成 5 年)

1996 年
(平成 8 年)

2000 年
(平成 12 年)

2001 年
(平成 13 年)

2003 年
(平成 15 年)

2007 年
(平成 19 年)

2009 年
(平成 21 年)

2010 年
(平成 22 年)

2011 年
(平成 23 年)

2015 年
(平成 27 年)

2017 年
(平成 29 年)

2018 年
(平成 30 年)

人吉市の取組等
*「人吉市婦人問題懇話会」発足
*「人吉市女性政策懇話会」に名称変更
*市民意識調査の実施
*女性政策懇話会から女性問題への提言書受理

*「市職員のセクシャルハラスメント防止に関する規程」制定
*市民意識調査の実施
*「市職員旧姓使用取扱要項」制定
*「人吉市男女共同参画推進懇話会」に名称変更
*男女共同参画推進懇話会から「男女共同参画行政への提言書」を受理
*「人吉市男女共同参画基本計画」策定
*市内事業所アンケート実施

*市民意識調査の実施
*「人吉市男女共同参画推進条例」制定
*「人吉市男女共同参画推進条例施行規則」制定
*「人吉市男女共同参画推進審議会設置条例」制定
*「人吉市男女共同参画推進審議会」設置（人吉市男女共同参画推進懇話
会廃止）
*「人吉市男女共同参画推進計画（第 2 次基本計画）」策定
*「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」策定
*市民意識調査の実施
*市内事業所アンケート実施

*「人吉市男女共同参画推進計画（第 3 次基本計画）」策定
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