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関関連連資資料料   

   筑前町男女共同参画推進条例   

平成 18年３月 14日条例第１号  

  

目次  

前文  

第１章  総則（第１条―第７条）  

第２章  町の基本施策等（第８条―第 15 条）  

第３章  苦情等の申出の処理（第 16 条―第 30 条）  

第４章  男女共同参画推進審議会（第 31 条―第 37 条）  

第５章  補則（第 38 条）  

附則  

男女は、だれもが個人として尊重され、性別によって差別さ

れない平等な存在です。互いに人権を尊重し、性別にかか

わりなく、個性と能力を充分に発揮し、自分らしく生きること

が出来る社会の実現は、私たちの願いです。  

筑前町では、住民が互いに人権を尊重し、だれもが安心し

て幸せに生きることができる地域社会の実現を目指して、

様々な取組みを進めてきました。  

しかし、今なお、性別による差別や、固定的な役割分担意

識とそれに基づく社会の制度や慣行が残っており、男女の

自立や多様な生き方を阻害する要因のひとつとなっていま

す。さらに、少子高齢化などの社会情勢の変化が急速に進

み、それに対応する社会が強く求められています。  

こうした現状を踏まえ、男女が自らを誇り、互いの性を思いや

り、対等なパートナーシップを取りながら、あらゆる分野の活

動に共に参画できる社会、つまり男女共同参画社会の実現

が重要です。  

ここに、町、町民及び事業者等との協働による男女共同参

画社会の実現を、本町の重要な課題と位置づけ、この条例

を制定します。  

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、筑前町（以下「町」という。）における男

女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、町、町

民及び事業者等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的事項を定め

ることにより、性別にかかわりなく、すべての人の人権が尊重

され、男女が共にあらゆる分野に参画する町を実現すること

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、

自らの意思で社会のあらゆる分野に参画する機会を確保さ

れ、そのことによって男女が等しく政治的、経済的、社会的

及び文化的な利益を受けることができ、かつ、共に責任を担

うことをいう。  

(２ )  固定的性別役割分担意識  「男性は仕事が中心、女

性は家事、育児、介護が中心」というように性別によって役

割を決めようとする意識のことをいう。  

(３ )  積極的改善措置  第１号に規定する機会に関する男

女間の格差を是正するために、必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、積極的にその機会を提供するこ

とをいう。  

(４ )  ドメスティック・バイオレンス  夫婦や恋人等、ごく親しい

関係にある男女間において、個人の尊厳を侵すような身体

的、精神的、性的、経済的な暴力や虐待（子どもを巻き込

んでの暴力を含む。）をいう。  

(５ )  セクシュアル・ハラスメント  性的な言動により、当該言

動を受けた個人の生活環境を害すること、又は性的な言動

を受けた個人の対応により、当該個人に不利益を与えること

をいう。  

(６ )  町民  町に在住、在勤、在学する者及び町を拠点とし

てさまざまな活動をしている者をいう。  

(７ )  事業者等  町内において、公的機関、民間を問わず、

かつ、営利、非営利を問わず事業や活動を行う個人及び法

人その他の団体をいう。  

(８ )  審議会等  町の政策や方針について審議する機関で、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４に規定

する附属機関及びこれに準ずる機関のことをいう。  

(９ )  クオータ制  審議会等において、構成員が男女のいず

れかに偏らないように、比率を決めることをいう。  

（基本理念）  

第３条  男女共同参画社会の形成は、次の各号に掲げる

理念を基本として推進されなければならない。  

(１ )  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、男女が個性と能力を

生かす機会を確保されること、その他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、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自由な

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っている場合は、その

要因が取り除かれるよう配慮されること。  

(３ )  男女が、社会の対等な構成員として、町における政策

又は事業者等における方針の立案及び決定に参画する機

会が、平等に確保されること。  

(４ )  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、

あらゆる場における活動に対等に参画できるように配慮され

ること。  

(５ )  教育は、重要な役割を果たすため、あらゆる教育の場

において、人権尊重を基本とした男女共同参画を推進する

ための教育が行われること。  

(６ )  男女が、生涯にわたり対等な関係の下に互いの性を理

解し、健康に配慮するとともに、性と生殖に関して、個人の

意思が尊重されること。  

(７ )  家庭、地域、職場、学校その他のあらゆる場から暴力

や虐待、他の者を不快にさせる性的な言動を根絶すること。  

(８ )  男女共同参画社会の形成に関する取組みは、国際社

会における取組みと密接な関係を有していることから、国際

的協調の下に行われること。  

（町の責務）  

第４条  町は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」と

いう。）に基づき、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、及び実施する責務を有する。  

２  町は、男女共同参画施策を総合的に企画し、調整し、

推進するために必要な体制の整備を行うものとする。  

３  町は、男女共同参画施策を実施するため必要な財政上
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の措置を講じなければならない。  

４  町は、審議会等を設置するにあたり、条例等にクオータ

制を規定するなど、男女がともに政策や、方針決定の過程

に参画する機会を確保しなければならない。  

５  町は、町民や事業者等の模範となるよう、自ら率先して

男女共同参画社会の形成促進に取組み、町民、事業者の

理解が深まるよう、啓発活動を行い、国及び他の地方公共

団体をはじめ、町民、事業者等との連携に努めなければなら

ない。  

６  町は、積極的に男女共同参画を推進している個人又は

事業者等を、筑前町男女共同参画推進審議会の意見を

聴いて、男女共同参画推進モデルとして、推奨するものとす

る。  

（町民の責務）  

第５条  町民は、男女共同参画社会に関する理解を深め、

家庭、地域、職場、学校、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、男女共同参画の推進を阻害

する要因を取り除くよう努めなければならない。  

２  町民は、固定的性別役割分担意識に基づく慣行が及ぼ

す影響をできる限り中立なものとするよう配慮し、男女の人

権を互いに尊重するよう努めなければならない。  

３  町民は、町が行う男女共同参画施策に積極的に協力す

るよう努めなければならない。  

（事業者等の責務）  

第６条  事業者等は、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を阻害する要因を取り除くよ

う努めなければならない。  

２  事業者等は、男女が、仕事と家庭生活及び地域活動等

の両立ができるよう職場環境の整備に努めなければならな

い。  

３  事業者等は、町が行う男女共同参画施策に積極的に

協力するよう努めなければならない。  

４  事業者等は、町と工事請負等の契約を希望し、指名競

争入札資格審査申請をする場合、町の求めに応じ男女共

同参画推進状況について報告するよう努めるものとする。  

（性による差別的取扱い等の禁止）  

第７条  何人も、家庭、地域、職場、学校、その他の社会の

あらゆる分野において、性を理由とする差別的取扱い及び

人権の侵害を行ってはならない。  

２  何人も、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。  

第２章  町の基本施策等  

（男女共同参画プラン）  

第８条  町は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に

推進するため男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律

第 78 号）第 14 条第３項に基づき、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「参画プラン」とい

う。）を定めるものとする。  

２  町は、参画プランの策定にあたっては、町民及び事業者

等の意見を反映させることができるよう必要な措置を講じな

ければならない。  

３  町は、参画プランを策定したときは、これを公表しなけれ

ばならない。  

４  前２項の規定は、参画プランの変更について準用する。  

５  町は、参画プランの実施状況について報告書を作成し、

公表しなければならない。  

（調査の実施等）  

第９条  町は、男女共同参画施策及びその実施に必要な

調査研究を行うものとする。また、これを必要に応じて公表

するものとする。  

（教育の充実）  

第 10 条  町は、基本理念に基づいて、就学前教育、学校

教育、社会教育、家庭教育等、あらゆる教育の分野で、人

権意識の向上と男女共同参画を推進する教育の充実を図

るものとする。  

（啓発事業の実施）  

第 11 条  町は、男女共同参画社会の形成の促進に関し、

町民の理解を深め、意識の高揚を図るため、広報誌の発行

及び講座の開催、その他の啓発事業を実施するものとす

る。  

（家庭、地域における支援）  

第 12 条  町は、男女が、家庭、地域において固定的性別

役割分担意識にとらわれない対等な関係を形成し、それぞ

れの場に対等に参画できるよう、必要な支援を行うものとす

る。  

（農業者及び自営業者への支援）  

第 13 条  町は、農業及び自営の商工業分野における男女

共同参画を推進するために、男女が、家庭及び社会の対

等な構成員として適正な評価を受け、経営又は社会活動

への参画及び能力の開発がされ、家庭生活との両立ができ

るよう、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものと

する。  

（事業者等に対する支援）  

第 14 条  町は、事業者等に対し、男女共同参画に関する

様々な情報の提供その他必要な支援を行なうものとする。  

（施策等の提案）  

第 15 条  町民及び事業者等は、町が実施する男女共同参

画施策等について、町に提案することができるものとする。  

２  町は、提案された男女共同参画施策等について、筑前

町男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならな

い。  

３  町は、提案された男女共同参画施策等について、男女

共同参画の推進のために有効と認める場合は、その実施に

努めなければならない。  

第３章  苦情等の申出の処理  

（苦情及び救済の申出）  

第 16 条  町民及び事業者等は、町が行う男女共同参画施

策及び町が行うその他の施策が、男女共同参画の推進を

阻害していること、又は阻害するおそれがあることに関する苦

情の申出をすることができる。  

２  何人も、町内において生じた性別による差別的取扱いそ

の他男女共同参画の推進を阻害する要因に基づく人権侵

害（以下「人権侵害」という。）により被害を受けたときは、救

済の申出をすることができる。  

（男女共同参画苦情処理委員）  

第 17 条  町長は、前条に規定する苦情及び救済の申出に

ついて、必要な処理をするため、地方自治法第 138 条の４

第３項の規定に基づく附属機関として、筑前町男女共同参

画苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）を置く。  

２  苦情処理委員の定数は２人とする。  

３  苦情処理委員は、男女共同参画の推進に関する優れた

識見を有し、社会的信望の厚い者のうちから、町長が委嘱

する。ただし、そのすべてが男女いずれか一方の性によって

占められてはならない。  

４  苦情処理委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。た

だし、任期は通算して６年を超えることはできない。  

５  補欠苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

（責務）  

第 18条  苦情処理委員は、男女共同参画社会と人権の擁

護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければなら

ない。  

２  苦情処理委員は、その職務の公平な遂行に支障を生ず

るおそれのある苦情等の申出についての処理にかかわること

ができない。  

（解嘱）  

第 19 条  町長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務

の遂行に堪えないと認める場合、又は職務上の義務違反そ
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の他苦情処理委員として著しく不適切な言動があると認め

る場合は、委嘱を解くことができる。  

（兼職の禁止）  

第 20 条  苦情処理委員は、国会議員、地方公共団体の議

会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と

兼ねることができない。  

２  苦情処理委員は、町と取引関係のある法人その他の団

体の役員、又は苦情処理委員の公平かつ適切な職務の遂

行に利害関係を有する職業と兼ねることができない。  

（守秘義務）  

第 21条  苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。  

（関係機関等との連携）  

第 22 条  苦情処理委員は、その職務遂行にあたっては、町、

県及び国の関係機関又は民間の関係団体と連携を図るよ

う努めなければならない。  

（報酬及び費用弁償）  

第 23 条  苦情処理委員には、筑前町特別職の職員等で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17

年筑前町条例第 39 号）の定めるところにより、報酬及び費

用弁償を支給する。  

（苦情処理委員の処理の対象としない事項）  

第 24 条  第 16 条に定める苦情及び救済の申出（以下「苦

情等の申出」という。）が次の各号に掲げる事項であるときは、

同条の規定にかかわらず、苦情処理委員の処理の対象とし

ない。  

(１ )  判決、裁決等により確定した事案に関する事項  

(２ )  裁判所において係争中の事案及び行政庁において不

服申立ての審理中の事案に関する事項  

(３ )  国会又は地方公共団体の議会に請願・陳情等を行っ

ている事項  

(４ )  苦情処理委員が行った苦情等の申出の処理に関する

事項  

(５ )  その他、調査することが適当でないと苦情処理委員が

認める事項  

（却下）  

第 25条  苦情処理委員は、苦情等の申出が前条に規定す

る事項に該当し、又は申出に理由がないと認めるときは、こ

れを却下するものとする。  

２  前項の場合において、苦情処理委員は、申出人に対し、

理由を付した書面で、遅滞なく通知しなければならない。  

（町に係る苦情の申出の処理）  

第 26 条  苦情処理委員は、第 16 条第１項に規定する苦情

の申出があった場合、必要な調査を行い、その結果、必要

があると認める場合は、町長に対し、町の施策について意見

を表明し、又は施策の改善のために必要な措置をとるべき

旨を勧告することができる。  

２  前項に規定する意見の表明及び勧告は、苦情処理委

員の合議によらなければならない。  

３  町長は、第１項の規定により意見が表明され、又は勧告

を受けたときは、当該意見又は勧告を尊重しなければならな

い。また、当該勧告に対する町の措置について苦情処理委

員に報告しなければならない。  

４  苦情処理委員は、町長から前項の規定による報告を受

けたときは、当該勧告及び報告の内容を遅滞なく苦情の申

出人に通知するとともに、これを公表するものとする。ただし、

公表にあたっては、個人情報の保護等人権に必要な配慮

がなされなければならない。  

（救済の申出の処理）  

第 27 条  苦情処理委員は、第 16 条第２項に規定する救済

の申出（町に係るものに限る）があった場合、必要な調査を

行い、町が性による差別その他人権侵害を行なったと認め

るときは、被害を受けた者に対し、必要な助言及び支援を

行い、町に対し、人権侵害を排除する等救済の措置を講ず

るよう勧告（以下「勧告」という。）をすることができる。この場

合においての勧告は、苦情処理委員の合議とする。  

２  前項の場合において、前条第３項及び第４項の規定を

準用する。  

（町以外の人権侵害の救済措置）  

第 28 条  苦情処理委員は、第 16 条第２項に規定する救済

の申出（町以外のものに係る）があった場合必要な調査を行

い、その結果、必要があると認めるときは、被害を受けた者を

救済するため必要な助言その他支援を行なうとともに、救済

の申出に係る状況を改善するため、町長に報告し、町長が

改善のための意見表明及び要請を行なうよう求めることがで

きる。  

２  前項の場合において、苦情処理委員は、救済の申出人

に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。  

３  苦情処理委員は、第１項の規定による意見表明及び要

請にもかかわらず、救済の申出に係る状況が改善されてい

ないと認めるときは、町長に対し、その経過を報告し、その状

況を公表するよう求めることができる。  

４  第１項の規定による意見表明及び要請の求め並びに前

項の規定による報告及び公表の求めについての決定は、苦

情処理委員の合議によるものとする。  

（町長の要請及び公表）  

第 29 条  町長は、前条第１項の規定による意見表明及び

要請を求められたときは、関係人に対し、改善のための意見

表明及び要請を行うことができる。  

２  町長は、前条第３項の規定による公表を求められたとき

は、その状況について必要な事項を公表することができる。  

３  町長は前項の規定により公表しようとするときは、あらかじ

めその公表について関係する町民又は事業者等に意見を

述べる機会を与えなければならない。  

（調査の協力）  

第 30 条  町は、苦情処理委員が第 26 条第１項及び第 27

条第１項に規定する調査を行う場合において、その調査を

拒んではならない。  

２  町民及び事業者等は、苦情処理委員が第 28 条第１項

に規定する調査を行う場合において、その調査に協力する

よう努めなければならない。  

第４章  男女共同参画推進審議会  

（男女共同参画推進審議会）  

第 31 条  町における男女共同参画社会の実現を図るため、

筑前町男女共同参画推進審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。  

（所掌事務）  

第 32条  審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる

事項を調査審議し、答申するものとする。  

(１ )  男女共同参画社会の形成に向けた施策に関すること。  

(２ )  男女共同参画社会の形成に向けた施策の実施状況

に関すること。  

（組織等）  

第 33 条  審議会は、12 人以内の委員で組織する。ただし、

男女いずれか一方の委員の数が 10 分の４未満であっては

ならない。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。  

(１ )  学識経験者  

(２ )  関係団体を代表する者  

(３ )  町民  

３  委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長）  

第 34 条  審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選に

よってこれを定める。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠け

たときは、その職務を代理する。  
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（会議）  

第 35 条  審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。  

２  審議会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議

を開くことができない。  

３  審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。  

（関係者の出席）  

第 36 条  審議会において必要があると認めるときは、関係

者の出席を求め、その意見を聴くことができる。  

（報酬及び費用弁償）  

第 37 条  委員には、筑前町特別職の職員等で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところにより、

報酬及び費用弁償を支給する。  

第５章  補則  

（委任）  

第 38 条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町

長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。ただし、第

16 条から第 30 条までの規定は、平成 18 年 10 月１日から

施行する。  

（筑前町男女共同参画推進審議会条例の廃止）  

２  筑前町男女共同参画推進審議会条例（平成 17 年筑

前町条例第 153 号）は、廃止する。  
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   筑前町男女共同参画推進審議会委員名簿   

 

◎会長  ○副会長  

平成 28年３月現在     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選出区分 備　　考

人権擁護委員 前田　嘉志美

教育委員 柿原　紀也

社会教育委員 ○ 平山　克之

農業関係者 乄野　 江

商工関係者 木下　諭司

民生委員・児童委員 岡部　由美子

区長会 高木　富宣

男女が輝く町づくりを
考える会

久家　公子

学識経験者 山下　英昭

学識経験者 ◎ 蘇木　千都子

町民 松本　アキヱ

町民 和田　真矢子

氏　　　名

企画課長 小林　秋彦

企画課

コミュニティ・男女共同参画係長 福島　秀子

企画課

コミュニティ・男女共同参画係 小澤　雅之

男女共同参画センター　館長 上野　幸子

事　務　局
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   第３次筑前町男女共同参画プラン策定の経過   

 

 
平成 月 日 曜日

開催
時間

開催
場所

26 9 16 火 15:30 本庁 第２回 ①男女共同参画に関する住民意識調査（案）について

　　住民意識調査（案）の内容について協議

27 2 16 月 13:00 本庁 第３回 ①男女共同参画に関する住民意識調査の報告

②住民意識調査結果から見える問題点と改善点について

　　２班に分かれグループワークを行い、筑前町の問題点と改善点について

　　意見交換・発表を行った。

6 12 金 14:00 本庁 第１回 ①男女共同参画社会の形成に向けた施策について（諮問）

②住民意識調査の振り返り

8 21 金 14:00 本庁 第２回 ①実施事業各課ヒアリングの結果報告

②第３次筑前町男女共同参画プラン将来像・基本目標の確認

③第３次筑前町男女共同参画プラン具体的事業（案）の検討

1 14 木 14:00
コスモス
プラザ

第３回 ①第３次筑前町男女共同参画プラン（案）の検討

2 24 水 14:00
コスモス
プラザ

第４回 ①男女共同参画プラン（最終案）の検討と確定について

②成果指標（案）の検討と確定について

内容

27

28
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   諮問書   
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   答申書   
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   男女共同参画社会基本法   
 

（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）  

最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 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 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 1 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

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること

を旨として、行われなければならない。   

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第 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 1

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
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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 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 2 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充てる。   

(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

総数の十分の五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十分の四未満

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、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。   



● 関連資料 

53 

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  

 

（施行期日）  

第 1 条   この法律は、公布の日から施行する。   

（以下略）  
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   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  1985（昭和 60）年６月２４日  

公布  1985（昭和 60）年７月  １日  

発効  1985（昭和 60）年７月２５日  

 

この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人

間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念

を改めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別

は容認することができないものであるとの原則を確認している

こと、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、

かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべて

の人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言

に掲げるすべての権利及び自由を享有することができること

を宣明していることに留意し、人権に関する国際規約の締

約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政

治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義

務を負っていることに留意し、国際連合及び専門機関の主

催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するた

めの国際条約を考慮し、更に、国際連合及び専門機関が

採択した男女の権利の平等を促進するための決議 、宣言

及び勧告に留意し、しかしながら、これらの種々の文書にも

かかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在して

いることを憂慮し、女子に対する差別は、権利の平等の原

則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子

が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及

び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会

及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の

潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発す

ることを一層困難にするものであることを想起し、窮乏の状況

においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練

及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も

少ないことを憂慮し、衡平及び正義に基づく新たな国際経

済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを

確信し、アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差

別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及

び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享

有に不可欠であることを強調し、国際の平和及び安全を強

化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済

体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、全面的か

つ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際

管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係にお

ける正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、

植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の

権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び

領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、

ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認

し、国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、

あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に

参加することを必要としていることを確信し、家族の福祉及

び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった

女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び

子の養育における両親の役割に留意し、また、出産におけ

る女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育に

は男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であるこ

とを認識し、社会及び家庭における男子の伝統的役割を女

子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成

に必要であることを認識し、女子に対する差別の撤廃に関

する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのた

めに女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必

要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。  

 

第１部  

第１条  

この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づ

く区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、

文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚

姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎

として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使する

ことを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをい

う。   

第２条  

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、

女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段

により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため

次のことを約束する。  

(a)  男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令

に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女

の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手

段により確保すること。  

(b)  女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その

他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。  

(c)  女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として

確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機

関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に

保護することを確保すること。  

(d )  女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し

控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動

することを確保すること。  

(e ) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃す

るためのすべての適当な措置をとること。  

(f )  女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び

慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置

（立法を含む。）をとること。  

(g)  女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃

止すること。   

第３条  

締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済

的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を

基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有すること

を保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び

向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。  

第４条  

１  締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的と

する暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する

差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる

意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続ける

こととなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の

平等の目的が達成された時に廃止されなければならな

い。   

２  締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（こ

の条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別と解し

てはならない。   

第５条  

締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をと

る。  
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(a)  両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男

女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あら

ゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文

化的な行動様式を修正すること。  

(b)  家庭についての教育に、社会的機能としての母性につ

いての適正な理解並びに子の養育及び発育における男

女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。

あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものと

する。   

第６条  

締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春

からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を

含む。）をとる。   

 

第２部  

第７条  

締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に

対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるもの

とし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を

確保する。  

(a)  あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並び

にすべての公選による機関に選挙される資格を有する権

利  

(b)  政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政

府のすべての段階において公職に就き及びすべての公

務を遂行する権利  

(c)  自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関

及び非政府団体に参加する権利   

第８条  

締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の

活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件で

かついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置

をとる。   

第９条  

１  締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に

対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外

国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的

に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻

に強制することとならないことを確保する。   

２  締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の

権利を与える。  

 

第３部  

第１０条  

締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平

等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を

基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対す

る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。  

(a)  農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職

業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一

の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技

術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種

類の職業訓練において確保されなければならない。  

(b)  同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を

有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を

享受する機会  

(c)  すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の

役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の

達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励す

ることにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改

訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。  

(d)  奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会  

(e )  継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を

含む。）特に、男女間に存在する教育上の格差をできる

限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を

利用する同一の機会  

(f )  女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学し

た女子のための計画を策定すること。  

(g)  スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会  

(h)  家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的

情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受

する機会   

 

第１１条  

１  締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利 、特に

次の権利を確保することを目的として、雇用の分野におけ

る女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措

置をとる。  

(a)  すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利  

(b)  同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適

用を含む。）についての権利  

(c)  職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並び

に労働に係るすべての給付及び条件についての権利並

びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継

続的訓練を含む。）を受ける権利  

(d)  同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）

及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に

関する取扱いの平等についての権利  

(e)  社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その

他の労働不能の場合における社会保障）についての権

利及び有給休暇についての権利  

(f )  作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保

護を含む。）についての権利   

２  締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差

別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を

確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。  

(a)  妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしてい

るかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止す

ること。  

(b)  給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前

の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わ

ない母性休暇を導入すること。  

(c)  親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参

加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な

社会的サービスの提供を、特に保育施設網の設置及び

充実を促進することにより奨励すること。  

(d)  妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類

の作業においては、当該女子に対して特別の保護を与え

ること。   

３  この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及

び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必

要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。   

第１２条  

１  締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族

計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保する

ことを目的として、保健の分野における女子に対する差別

を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。   

２  １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分

べん及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合に

は無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な

栄養を確保する。   

第１３条  

締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次

の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会

的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するための

すべての適当な措置をとる。  

(a)  家族給付についての権利  

(b)  銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用につ
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いての権利  

(c)  レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文

化的活動に参加する権利   

第１４条  

１  締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家

族の経済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣

化されていない経済の部門における労働を含む。）を考慮

に入れるものとし、農村の女子に対するこの条約の適用を

確保するためのすべての適当な措置をとる。   

２  締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村

の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受

けることを確保することを目的として、農村の女子に対する

差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、

特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。  

(a)  すべての段階における開発計画の作成及び実施に参

加する権利  

(b)  適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウンセ

リング及びサービスを含む。）を享受する権利  

(c)  社会保障制度から直接に利益を享受する権利  

(d)  技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であ

るかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識字

に関するものを含む。）並びに、特に、すべての地域サー

ビス及び普及サービスからの利益を享受する権利  

(e )  経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じ

て得るために、自助的集団及び協同組合を組織する権

利  

(f )  あらゆる地域活動に参加する権利  

(g )  農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を

利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植

計画において平等な待遇を享受する権利  

(h)  適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供

給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利   

 

第４部  

第１５条  

１  締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認

める。   

２  締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法

的能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一

の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財

産を管理することにつき女子に対して男子と平等の権利

を与えるものとし、裁判所における手続のすべての段階に

おいて女子を男子と平等に取り扱う。   

３  締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果

を有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類

のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。   

４  締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の

自由に関する法律において男女に同一の権利を与える。   

 

第１６条  

１  締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につ

いて女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な

措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のこ

とを確保する。  

(a)  婚姻をする同一の権利  

(b )  自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみ

により婚姻をする同一の権利  

(c)  婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任  

(d)  子に関する事項についての親（婚姻をしているかいない

かを問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる

場合において、子の利益は至上である。  

(e)  子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決

定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能に

する情報、教育及び手段を享受する同一の権利  

(f )  子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類す

る制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利

及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上であ

る。  

(g )  夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択す

る権利を含む。）  

(h )  無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取

得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する

配偶者双方の同一の権利   

２  児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、

また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の

登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含

む。）がとられなければならない。   

 

第５部  

第１７条  

１  この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女

子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生の

時は１８人の、３５番目の締約国による批准又は加入の後

は２３人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野

において十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、

締約国の国民の中から締約国により選出するものとし、個

人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委

員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文

明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れ

る。   

２  ～９  （略）  

  

第１８条  ～ 第 20 条  （略）  

 

第２１条  

１  委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎

年国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から

得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性

格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一

般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合

にはその意見とともに、委員会の報告に記載する。   

２  国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、

婦人の地位委員会に送付する。   

 

第２２条  （略）  

 

第６部  （略）  

 

（昭和 60 年 7 月 1 日外務省告示第 194 号で昭和 60 年

7 月 25 日に日本国について効力発生）  
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   用語の解説   
 

≪あ行≫  

◇育児・介護休業制度  

育児・介護休業法に基づき、事業主が、育児・介護の家族的責任を有する男女

労働者に対して、育児休業や介護休業制度を設置や勤務時間などに関する支援措

置を行うこと。  

 

◇Ｍ字カーブ 

日本の女性の働き方の特徴を示す言葉。育児期間は仕事を辞めて、子育てが終

了した時点で再就職するという女性のライフスタイルを年齢階層別の労働力率

（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）をグラフに表すと、Ｍ字の形でカー

ブを描くことに基づいている。女性のみに家事・育児を負担させるという性別役

割の考え方が根強く残っていることを示している。  

 

◇エンパワーメント 

文化的、社会的、政治的、経済的状況によって、本来もっている能力や個性が

発揮されずにいる人に対し、周囲の環境を整えて力を引き出せるようにすること。

北京会議以降、女性が、自らの意識を高め、経済的のみならず、政治的、社会的

な意思決定の場で自己決定できる力を発揮することは重要であるとされ、「力を

持つこと」と訳されて広がった。  

 

 

≪か行≫  

◇家族経営協定  

家族経営が中心のわが国の農業における女性の地位向上や後継者の確保、民主

的な家族関係の確立を目指し、家族一人ひとりの役割と責任を明確化し、男女を

問わず意欲を持って取り組めるようにするため、農業経営を担っている家族が話

し合い、農業経営の方針、収益の分配方法、労働時間や休日等の就労条件、経営

移譲などについて文書で取り決めるもの。  

 

◇子ども子育て支援制度  

2012 年８月に成立した「子ども・子育て支援法」と関連法に基づいてスタート

した制度。幼稚園と保育所の二重行政、待機児童解消、認可保育所と認可外保育

所の格差解消などの解決を図ることを目的とし、2015 年から５年間は自治体が地

域の実情に合わせた「子ども・子育て支援事業計画」の元で事業を実施している。

制度の開始に伴い、保育の質の管理や保護者の自己負担の増加など問題点が指摘

されている。  

 

 

≪さ行≫  

◇ジェンダー（社会的性別）  

生まれついての生物学的性別（セックス／ sex）に対して、社会通念や慣習の中

では、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男

性、女性の別を「ジェンダー／ gender（社会的性別）」という。「ジェンダー（社
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会的性別）の視点」とは、「ジェンダー（社会的性別）」が性差別、性別による固

定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られた

ものであることを意識していこうという視点。  

 

◇女子差別撤廃条約  

男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる

差別を撤廃することを基本理念としている。具体的には、「女子に対する差別」

を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動に

おける差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めている。  

 

◇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）  

育児・介護等を理由に就労できない女性が就労できたり、責任ある地位に女性

の登用が促進されるなど、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能

力を発揮し、活躍できる社会の実現を目的とする法律。事業主の意識改革や男女

を通じた働き方の改革を進め、仕事と家庭を両立できる環境を整備するために、

301 人以上の企業と公共団体は事業主行動計画を策定することが義務づけられて

いる。 

 

◇性別役割分担意識  

「男だから、女だから」という性別を根拠とした理由をもとに役割を固定的に

分けること。例えば「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」などがあげられる。  

 

◇セクシュアル・ハラスメント  

性差別によって職場や学校で起きる性的ないやがらせを指す。相手が望まない

性的な言動をすることであり、身体に不必要に触れたり、性関係を迫ったり、性

的なうわさを広めたり、多くの人の目に触れる場所にわいせつな写真を掲示する

ことなどが含まれる。  

 

 

≪た行≫  

◇男女共同参画社会基本法  

男女共同参画社会の実現のための基本的考え方と、国や地方自治体と国民、そ

れぞれの役割と責任を定めた法律。また、その形成のための５つの基本理念とし

て、男女の人権の尊重や社会における制度または慣行についての配慮などを掲げ

ている。  

 

◇男女雇用機会均等法  

雇用の分野で、女性が男性と均等な機会と待遇が得られることを目的に制定さ

れた法律。教育訓練、福利厚生、定年・解雇、募集・採用、配置・昇進の際など

での性別による差別を禁止しており、また、セクシュアル・ハラスメント防止へ

の配慮も雇用主に義務つけられている。  
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◇ドメスティック・バイオレンス(DV) 

配偶者（パートナー）や恋人など親密な関係にある、または過去に親密な関係

にあった者からの暴力。広義では、女性、子ども、高齢者等、家庭内弱者への「く

り返し行われる身体的虐待、心理的虐待、基本的ニーズの剥奪、性的虐待」を示

す。 

 

≪な行≫  

◇二次被害  

ＤＶやセクハラなどの人権侵害を受けた人が、相談窓口や周りの人に相談した

結果、不適切な言動でさらに精神的苦痛や実質的な被害を被ること。  

 

≪は行≫  

◇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）  

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。被害者が男

性の場合もこの法律の対象となるが、被害者は、多くの場合女性であることから、

女性被害者に配慮した内容の前文が置かれている。  

 

◇パワー・ハラスメント(パワハラ) 

職権などの権力を背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人格と尊

厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与

えること。  

 

◇北京行動綱領  

1995 年に北京で開催された第四回世界女性会議で採択した文書。「女性と男性

の平等は人権問題で、社会正義への条件」などと述べ、女性と貧困、教育、健康、

暴力、経済、人権など十二の重大関心領域の戦略目標と行動を提起。女性への暴

力根絶や男女同一賃金、政策決定機関への平等な参加などを打ち出している。  

 

≪ま行≫  

◇マタニティ・ハラスメント  

働く女性が、職場で受ける妊娠・出産に関するハラスメント。妊娠中の定期検

診のための休暇を認めなかったり、育児休業後に、別の職場に配置転換すること。 

 

≪ら行≫  

◇リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）  

「女性の性と生殖に関する健康と権利」の確立にかかわる包括的な考え方。1994

年の国際人口・開発会議において提唱され今日個人、特に女性の人権の１つとし

て認識されるにいたっている。その中心課題には、いつ何人子どもを産むか産ま

ないかを選ぶ自由、安全で満足いく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが望まれ

て健康に生まれ育つこと等が含まれている。  
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≪わ行≫  

◇ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和。仕事と家庭生活や地域活動、趣味などの私生活を調和させ、

その両方を充実させることで、相乗効果を高めようとする考え方やそのための取

り組みのこと。また、それぞれのライフスタイルやライフステージに合わせて働

き方を柔軟に選べるよう、働き方を見直すことを含んでいる。  
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