胎

内 市

男女共同参画社会の実現をめざして

男性も女性も、互いに人権を尊重しあい、あらゆる分野で能力と個性を発揮できる男
女共同参画社会の実現は、活力あるまちづくりのために大変重要であります。
国においては、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」が成立、翌 12 年には「男女
共同参画基本計画」が策定されました。この基本計画の中で、男女共同参画社会の実現
は 21 世紀の最重要課題と位置づけ、あらゆる分野で男女平等に向けた取り組みが進め
られています。
しかしながら、女性の人権に関わる問題は、長い歴史の中で培われてきた固定的、慣
習的な男女の性別役割分担など生活に密着したものが多く、依然として意識に根強く残
っています。
近年、人権意識の高まりや女性の社会進出が進むにつれ、このような状況を改善する
ため、胎内市では、平成 18 年 3 月に市民意識調査を行いました。この結果を基に、固
定的な役割分担意識などから起こる不公平さをなくし、一人ひとりの多様な価値観や生
き方がもっと尊重される男女平等社会の実現に向け、総合的かつ計画的に実施するため
の基本計画として「胎内市男女共同参画プラン２１」を策定いたしました。
この計画の推進にあたっては、行政はもちろんのこと、市民の皆さまをはじめ、地域
や事業所、関係機関・団体等が自主的・主体的に取組み、総合的に推進していくことが
重要となりますので、皆さまのなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
終わりに、このプランの策定にあたり、熱心にご審議いただきました胎内市女性政策
推進委員会の委員の方々をはじめ、市民意識調査等で多くの貴重なご意見をお寄せいた
だきました市民の皆さまに厚くお礼申し上げます。

平成 20 年 3 月

胎内市長
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１ 計画策定の趣旨
今日、
「男女共同参画社会基本法」の成立や「男女雇用機会均等法」の改正
等と、男女共同参画社会の形成に向けて法律や制度の整備は着実に進んでい
ます。
国においては、1999（平成 11）年に公布・施行された「男女共同参画社会
基本法」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
社会の実現を 21 世紀の最重要課題と位置付けています。また、この中で国、
地方公共団体、国民の責務を定め、市町村には地域の特性に応じた基本的な
計画の策定に努めることと明記されています。
ひと

ひと

当市においては、2000（平成 12）年に「女と男共働プラン」を策定し、
「男
女が共に歩む社会をめざして」を計画の目標に様々な施策を進めてきました。
しかしながら、2006（平成 18）年に実施した市民意識調査からは、
「男は仕
事、女は家庭」といった性別による固定的役割分担意識は薄らいできてはい
るものの、家庭や地域・職場においてはこれまでの慣習や制度が根強く残り、
男女それぞれの活動の広がりを阻害する多くの課題が存在しています。
また、今後のさらなる少子・高齢化の進展、経済の変化、国際化、情報技
術の高度化などに伴い、個人のライフスタイルや価値観が多様化していく中、
市民一人ひとりが生き生きとした生活を送るためには、性別にとらわれるこ
となく、その個性や能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会を
実現することが求められています。
この計画は、このような状況を踏まえ、市民一人ひとりが互いの人権を尊
重し、だれもが住みよいまちづくりを総合的かつ計画的に推進していくため
に策定したものです。
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２ 計画策定の背景
(1)

世界の動き
国際連合では、1975（昭和 50）年を国際婦人年とし、メキシコで開催さ

れた「国際婦人世界会議」において「平等・開発・平和」を目的に各国が
とるべき政策の指針となる「世界行動計画」を採択し、女性の地位向上の
ため世界各国で重点的な取り組みが行われました。
1979（昭和 54）年の第 34 回国連総会で「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）」、1985（昭和 60）年には「婦
人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択され、2000（平成 12）年
までの女性の地位向上のための取り組みが示されました。
1995（平成 7）年に開催された第 4 回世界女性会議（北京会議）では「女
性の権利は人権である」と明記し、2000（平成 12）年までの行動指針であ
る「行動要綱」が採択されました。
また、2005（平成 17）年には国連本部（ニューヨーク）で「北京＋10」
閣僚級会合が開催され、
「北京宣言及び行動綱領」及び「女性 2000 年会議
成果文書」が採択されました。
(2)

日本の動き
日本では、1977（昭和 52）年に「国内行動計画」を策定し、向こう 10

年間の女性に関する行政の課題及び施策の方向を明らかにし、本格的な施
策の取り組みを推進してきました。
その結果、1985（昭和 60）年の「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）」の批准、1986（昭和 61）年の「雇
用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女
雇用機会均等法）」の施行などをはじめ、様々な法律や制度の整備が図られ
てきました。
その後、1994（平成 6）年には男女共同参画社会の形成に向けた施策を
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総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣を本部長とする男女共同
参画推進本部が設置されました。
また、1996（平成 8）年に男女共同参画推進本部は、男女共同参画審議
会による「男女共同参画ビジョン」の答申を受け、「男女共同参画 2000 年
プラン」を策定しました。そして 1999（平成 11）年には男女共同参画社会
の実現を 21 世紀の最重要課題と位置づけた「男女共同参画社会基本法」が
施行され、それに基づき 2000（平成 12）年には「男女共同参画基本計画」
が策定されました。
2001（平成 13）年には、男女共同参画社会の形成の推進をより一層図る
ため、内閣府に「男女共同参画会議」及び「男女共同参画局」が設置され
ました。また、2005（平成 17）年には、少子化・男女共同参画担当の内閣
府特命大臣が誕生しました。
(3)

新潟県の動き
新潟県では、1977（昭和 52）年に婦人問題担当窓口が設置されて以来、

1985（昭和 60）年に 10 年間の婦人施策の総合的指針として「新潟県婦人
対策の方向」を策定しました。
1992（平成 4）年には、民間有識者等で構成された女性問題協議会から
提出された「新潟県婦人対策の方向の改定についての意見報告」を踏まえ、
「新潟県婦人対策の方向」を全面改正した「にいがたオアシス女性プラン」
を策定しました。
1996（平成 8）年には、国の内外における女性問題解決への動きや、少
子化、高齢化、国際化等の時代の流れに対応するため「ニューにいがた女
性プラン」を策定しました。
2001（平成 13）年には、「男女共同参画社会基本法」に基づく男女共同
参画計画として「新潟・新しい波

男女平等推進プラン」を策定しました。

2002（平成 14）年には、「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条
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例」を制定し、条例に基づき「男女平等推進相談室」を新潟ユニゾンプラ
ザ内に開設しました。
2006（平成 18）年には、男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる
社会の実現に向けて「新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」を
策定しました。
(4)

胎内市の動き
ひと

ひと

胎内市では、2000（平成 12）年に「女と男共働プラン」を策定し、女性
と男性が生き生きと活躍でき、その個性と能力を十分に発揮することがで
きる社会の実現をめざし、様々な施策を講じてきました。
しかし、
「男は仕事、女は家庭」に代表されるような性別による固定的役
割分担意識は、家庭や地域・職場など現実の生活の場において根強く残っ
ており、男女共同参画社会の実現に向けた更なる施策の展開が必要となっ
ています。
このような中、2002（平成 14）年には総務課に男女共同参画社会の実現
を図るため、人権行政の総合的な役割を担う人権啓発係が設置されました。
2006（平成 18）年には、人権にかかわる具体的な施策の方向を明確にし、
市民一人ひとりの課題として提起するとともに、女性の人権を含むあらゆ
る差別の解消に向けた、市政の重要な計画として位置づけた「人権教育・
啓発推進計画」を策定しました。
「胎内市女性行動計画」の策定にあたっては、市内の企業・団体等より
構成する「胎内市女性政策推進委員会」を設置しました。
その後、2006（平成 18）年 3 月に実施した市民意識調査の結果から当市
の現状と課題を把握し、委員会であるべき施策の方向について検討を行い、
この計画を策定しました。
ア

ひと

ひと

市の男女共同参画「女と男共働プラン」の取組の経緯について
市においては、1998（平成 10）年に社会や生活の場で依然として根強
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く残っている性別による固定的役割分担や、少子・高齢化社会の到来、
国際化、情報化、ライフスタイルや価値観の多様化の進展など、社会の
変化による女性の社会参画の重要性に対応するため、男女平等に関する
計画の策定を始めました。
策定にあたり、地域の特性を反映させるため 1998（平成 10）年に市
民 1,500 人を対象とした意識調査を実施した結果を基に 2000（平成 12）
ひと

ひと

年からの 5 年間を計画期間とした「女と男共働プラン」を策定し、市の
女性政策の指針として位置づけました。これにより、女性と男性が生き
生きと活躍でき、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を
目指すための施策の方向性を明らかにしました。
この計画では「男女平等・基本的人権の尊重をめざして」、
「男女共同
参画による活力と夢のあふれる町をめざして」の 2 つを基本理念に、
「男
女共同参画に関する教育の充実」、
「女性の社会参画の推進」、
「労働にお
ける男女平等の推進」、
「健康と福祉の増進」の 4 つを基本課題の柱に各
種施策を講じてきました。
また、計画を推進していくにあたり、市では毎年、各部署に対し男女
共同参画に関する事業の取組状況を調査し、施策の推進を図りました。
(ア)

男女共同参画に関する教育の充実について
市内の学校においては、男女混合名簿が導入されるなど学校教育の

場での男女の平等観は高まりました。
また、幼稚園や保育園、小・中学校、高等学校の職員の意識啓発等
についても各園や各学校で継続して行われてきました。
(イ)

女性の社会参画の推進について
市行政の内部においては、あらゆる分野に女性の意見が反映される

よう女性の積極的登用を行ってきました。
審議会、委員会の女性委員の構成率については、計画の目標値であ

-7-

った 20％に達し、女性の意見が反映されやすいまちづくりの体制が整
備されてきました。
女性の登用については、一般職員における女性の割合及び管理職の
女性の割合が若干減少したものの、参事級に女性を配置するなど前進
もありました。
地域社会での男女共同参画の推進については、生涯学習課における
子ども会交流会の実施や、ほっとＨＯＴ・中条を中心に実施している
ボランティア活動等を通じ、性別や年齢を問わず活動できる場を広げ
ました。
(ウ)

労働における男女平等の推進について
農業におけるパートナーシップの確立推進については、経営主だけ

でなく配偶者や後継者にとっても魅力的でやりがいの持てる農業経
営を行っていける「家族経営協定」の締結を促進し、意欲と能力を充
分に発揮できる魅力的な農業経営を目指した環境整備を進めてきま
した。
職業能力の開発・向上支援については、シルバー人材センターの活
用などにより定年後も働く意欲のある高齢者への就業機会を確保し
てきました。
また、育児休業や介護・看護休業などについては、男性の取得増加
に向けた取組により少しずつですが着実に取得率は増加しました。
(エ)

健康と福祉の増進について
健康と福祉の増進については、子育ての相談・指導や健康づくり支

援、在宅福祉サービスなど各種事業についての取組が継続的に行われ
てきました。
保育園においては一時保育の実施等による保育サービスの充実に
より夫婦共働きの家庭でも安心して働ける環境の整備が進みました。

-8-

また、子育て支援についても充実が図られ、子育てに関する指導者
を育成する「子育て学習講座」の開催や、新生児とその親が一緒に絵
本等を読むことにより、親子関係や新生児教育に役立てる運動である
「ブックスタート事業」など各種取組の実施、その他相談・指導体制
についても継続して行ってきました。
また、高齢者をはじめすべての人が安心して暮らせる条件の整備と
して、福祉・介護事業についても行政サービスの充実を図りました。

以上のことから、計画に関連した各種事業や啓発活動の継続的な取組や男
女平等に関する法律や制度の整備等により男女平等に向けた社会づくりは進
んできているといえます。また、男女平等の意識についても少しずつ浸透し
てきていますが、家庭においては家事、育児、介護は女性の仕事であるとす
る固定的性別役割分担が残っていることや、職場においては採用・昇進・給
与の待遇に男女差が存在していることなどから、男女平等のまちづくりを積
極的に推進していく立場である行政をはじめとして、未だ改善しなければな
らない課題が数多く残されています。

３ 計画の性格
(1)

この計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づく胎内市の計画として
位置づけ、国及び県の「男女共同参画計画」や市の「第 1 次総合計画（基
本計画）」との整合性を持つものです。

(2)

この計画は、当市における男女共同参画社会の実現を図るため、市が取
組むべき指針としてその目標と具体的施策を明らかにするとともに、市民、
企業、団体等が自ら考え行動するための指針となるものです。
ひと

(3)

ひと

この計画は、「女と男共働プラン」の成果や課題を継承しつつ、胎内市
の特性や現状を踏まえた形で、実行性のある行動計画を目指し策定したも
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のです。

４ 計画の期間
この計画は、策定年度からの 10 年間を計画期間としますが、5 年後に計画
の達成状況や事業効果を踏まえ、見直しを行います。

５ 計画の目標
個人の人権が尊重され、性別にかかわりなく男女が共に社会のあらゆる分
野において参画し、その能力や個性を発揮できる男女共同参画社会の実現を
目指します。

６ 計画の体系
男女共同参画社会を実現していくためには、固定的性別役割分担やジェン
ダー（社会的性別）意識に基づく社会制度や慣行の見直しが求められ、あわ
せて、労働の分野においては、男女が平等に働ける環境づくりや多様な働き
方を支援する育児・介護サービスを充実させ、その人らしく生きていける社
会づくりが不可欠です。
それぞれの人権を尊重し合い、その人の個性や能力を十分に発揮できる社
会を実現させるため、計画の柱となる基本目標及び目標を達成するための重
点目標を定めます。
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１ 調査の概要
(1)

調査の目的
「胎内市女性行動計画」の策定にあたり、男女共同参画に関する市民の

意識と実態を調査し、施策の方向づけに反映させることを目的とする。

(2)

調査対象
市内在住の 20 歳から 69 歳の男女 1,700 人

(3)

調査方法
住民基本台帳による無作為抽出方法
郵送配布・郵送回収による郵送法

(4)

調査時期
2006（平成 18）年 3 月 15 日（水）～2006（平成 18）年 3 月 31 日（金）

(5)

回収結果
回答者数：751 人／1700 人

回収率：44.2％

＊ 回答者内訳
20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

未記入

計

男 性

33 人

44 人

55 人

97 人

87 人

1人

317 人

女 性

42 人

61 人

74 人

121 人

123 人

3人

424 人

未記入

―

―

―

10 人

10 人

14 人

751 人

計

75 人

105 人

―

129 人
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218 人

―
210 人

２ 調査の結果と考察
(1)

男女の地位の平等観について
男女ともに「男性優遇」の回答が最も多かったのが「社会通念・習慣・

しきたりなどで」、また、
「男女平等」の回答が多かったのが「学校教育の
場」でした。法律や制度上では男女平等に向けた整備は着実に進んできて
いますが、実社会における「男女の地位の平等観」という観点からはまだ
平等になっているとは感じていない分野が多いようです。
【次のような分野で男女の地位は平等になっていると思いますか】
0%

上段グラフ：男性回答
下段グラフ：女性回答

20%

40%

① 7.1%

52.7%

②

8.2%

48.8%

③

11.2%
0.7%

60%

80%
31.4%
31.3%

63.9%

④ 6.5%

3.2%
0.0%

43.0%

34.8%

15.2%

40.0%

③学校教育の場

⑦

④地域社会（町内会・集落など）

28.5%

12.3%
20%

⑤政治の場

①

⑥法律や制度上で

②

⑦社会通念・習慣・しきたりなど

③ 3.6% 15.5%
④

⑦

40%

18.3%

60%

51.2%

20.6%

18.5%

52.5%

2.8%
0.8%
19.1%

48.7%
32.7%

14.4%

42.1%
39.1%

32.0%

1.4%12.1%
0.0%
6.6% 12.2%
1.7%
19.1% 2.4% 10.2%
0.0%
80%
100%
21.0%

45.2%

15.6%

⑤
⑥

45.8%
56.0%

0%

21.1%

31.4%

②職場
⑥ 5.2%

6.1% 0.3%
2.4%
5.5% 5.2%
1.0%

4.8% 9.6%
1.4%

①家庭生活
⑤

100%

23.7%
44.8%

4.5%
1.5%
3.5%
4.4%
10.2%
1.0%
24.8%

2.8% 13.8%
0.0%
12.0% 0.8% 12.5%
0.0%
3.3% 19.0%
0.5%
10.7% 2.6% 9.5%
0.5%

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない
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(2)

夫婦の役割分担について
「夫と妻が仕事をし、主に妻が家事、育児をする」が男女ともに最も多

く、次いで「夫が仕事をし、妻が家事、育児をする」が多いことから家事、
育児は女性の仕事とする固定的性別役割分担意識が残っている家庭が多
いようです。しかしながら、考え方については「夫も妻も仕事をし、共に
家庭を守る」が最も多いことから意識の面では男女平等が進んできている
ことが伺えます。
【あなたの家庭では、夫婦の役割分担をどのようにされていますか。】
『回答』

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

21.8%
24.0%

①夫が仕事をし、妻が家事・育児をする

①

②妻が仕事をし、夫が家事・育児をする

②

③夫と妻が仕事をし、共に家事・育児をする

③

④夫と妻が仕事をし、主に妻が家事・育児をする

④

⑤夫と妻が仕事をし、主に夫が家事・育児をする

⑤ 0.0%
0.0%

⑥その他

⑥

1.7%
1.5%
26.6%

16.8%

42.4%

49.7%
男性
女性

7.4%
8.1%

【次のことについて、あなたはどのように考えますか】
『男性回答』
0%
①

20%

40%

13.3%

41.6%

31.2%
②1.4%
1.4%
③ 10.4%
④ 0.7%
4.3%
⑤
⑥

『女性回答』
60%

80%

18.5%

100%

26.6%

①

48.0%

そう思う

23.3%

46.9%

52.4%

14.7%

19.7%

35.8%

42.1%

20.5%

20%

7.1%
4.7%
22.7%

どちらかといえばそう思う

④ 2.4%
3.7%
⑤
⑥

40%

16.5%

② 1.2%
1.2%
③ 11.0%

66.0%
46.6%

0%

19.9%

40.3%

60%

80%

17.1%

37.7%

26.0%

59.9%

34.6%

23.3%

45.3%

31.2%
48.6%

55.3%

25.2%
39.5%

どちらかといえばそう思わない

15.5%

17.2%
2.3%
25.1%

そう思わない

①夫は外で仕事をし、妻は家庭を守る

②妻は外で仕事をし、夫は家庭を守る

③夫も妻も仕事をし、主に妻が家事・育児をする

④夫も妻も仕事をし、主に夫が家事・育児をする

⑤夫も妻も仕事をし、共に家庭を守る

⑥女性は結婚したら自分のことより家庭を中心に考える
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100%

(3)

職場における女性の待遇について
職場における女性の待遇については、「職種にかかわらず、お茶くみな

どの雑用は女性がすることが多い」の回答が最も多く、多くの職場で女性
のお茶くみなどは慣習化していることが伺えます。また、半数以上の人が
「配属されない職種がある」、
「女性は昇進、昇格が遅い、または望めない」、
「同期、同年齢で入社した男性との賃金、昇格の差がある」と答えたこと
から、職場における女性の待遇については見直されなければならない問題
が多く残されているといえます。
【あなたの職場では次のようなことがありますか】
0%

『回答』
①職種にかかわらず、お茶くみなどの雑用は、女性が

20%

40%

60%

63.6%
75.8%

①
②

することが多い
②女性が配属されない職種がある

③

③同期、同年齢で入社した男性との賃金・昇格の差

④

54.1%

53.1%
58.6%
49.8%

⑥

40.9%

⑤同じポストの男性より、出張・視察などの機会が少ない

⑦

47.7%
41.6%

⑥募集や採用人数で、女性は男性より不利である。

⑧

42.0%
47.1%

⑦同じポストの男性より、社内研修、教育訓練を受ける機会

⑨

24.7%

⑩

18.6%
20.6%

⑧女性は人事異動で、男性より不利である

⑪

16.0%
20.8%

⑨家族手当が女性につかない

⑫

9.0%
14.0%

⑩定年の年齢に男女差がある
⑪女性は結婚すると退職しなくてはいけない、または、職場結婚すると退職しなくてはいけない
⑫女性は出産すると退職しなくてはいけない
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60.8%

51.9%

④女性は昇進、昇格が遅い、または望めない

が少ない

65.7%

56.4%
60.0%

⑤

がある

80%

57.3%

男性
女性

(4)

女性の人権の尊重について
女性の人権が尊重されていないと感じることについて、
「暴力」
「セクシ

ュアル・ハラスメント」「痴漢行為やストーカー」など身体に危害が加わ
るような項目について特に回答が多くなりました。また、ほぼ全ての項目
において男性より女性の回答割合が多い結果となりました。
【女性の人権が尊重されていないと感じるのは、どのようなことについてでしょうか】

0%

① 職場内におけるセクシュアル・ハラスメント

10%

20%

30%

40%

43.5%
50.7%

③ テレビや新聞など、商品とは直接関係ない女性 ②
のヌードや水着姿などの広告

42.3%
42.0%

③

④ 売春・買春

32.2%

④

⑤ 女性の働く風俗営業

20.8%
26.2%

⑥

⑦ 特にない

⑦

18.6%
10.4%

⑧

11.4%
13.2%

⑧ 女性だけに用いられる言葉（「・・・の奥さん」「・・・
女医」など）

⑨

⑨ 家庭内暴力（心身を傷つける暴言や暴力）

⑩

⑩ その他

(5)

41.3%

24.6%
28.5%

⑤

⑥ 女性の容ぼうを競うミス・コンテスト

60%

45.4%
55.2%

①

② 痴漢行為・ストーカー（つきまとい行為）

50%

6.9%
5.4%
1.6%
1.4%

男性
女性

男の子は男らしく、女の子は女らしくについて
前回調査と比較すると、男性の肯定的な回答は前回 75.9％から今回

72.7％とそれほど大きな変化はみられなかったものの、女性の肯定的な回
答については前回 73.8％から今回 56.7％と大きな変化がみられました。
このことから、女性については「男の子は男らしく、女の子は女らしく」
という考え方から、個性や能力を大切にし、その人らしく生き生きと伸び
やかに育って欲しいという考え方を尊重する傾向に変化しつつあるよう
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に思われます。また、「男らしく、女らしく」については性別にかかわら
ず年代が上がるごとに肯定的な回答が増加する傾向にあるようです。
【「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てたほうがよい」について】
0%

20%

男性

40%

36.0%

60%

80%

36.7%

100%

7.8% 12.7% 6.8%

そう思う
どちらかといえばそう思う

女性

21.6%

35.1%

11.5%

17.4%

14.3%

どちらかといえばそう思わない
そう思わない

全体

27.8%

(6)

35.8%

9.9% 15.4% 11.0%

どちらともいえない

女性の公職への進出について
全ての年代において半数以上の人が女性が公職に就くことが必要であ

ると感じている結果となりました。特に、20 代女性では他の年代と比べ高
い割合を示しました。政策や方針決定の場における議員等の割合は男性が
大半を占めているのが現状です。このことから、女性の意見や視点を反映
させたまちづくり実現のため、女性が公職へ進出しやすい環境づくりが求
められています。
【女性が国会議員や都道府県議会議員、市区町村長、市町村議会議員などの
公職に就くことが必要だと思いますか】
0%

男性

20%

40%

58.4%

60%

6.8%

80%

100%

33.1%

1.6%

そう思う
そうは思わない

女性

63.3%

6.8%

29.1%

0.7%

どちらともいえない
その他

全体

61.2%

6.8%

30.8%
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1.1%

(7)

育児への参画について
男女が共に積極的に育児等に参画していくためには「男性も女性も平等

に、仕事と家庭の両立を支援する体制の整備を図る」ことが必要であると
感じている人が男女ともに多い結果となりました。夫婦の役割分担につい
ては、意識の面では改善されてきてはいるものの、共働きの家庭では主に
妻が育児をしている家庭が多いというのが現実のようです（P13 「(2)夫
婦の役割分担について」のグラフ参照）。
また、「子育て中、いらいらして、つい子どもに当たってしまう」と回
答している割合が高いことなど、育児ストレスを抱える人も少なくないよ
うに思われます。
このことから、子育て支援するための体制の整備が求められます。

【男性も女性も平等に、仕事と家庭の

【子育て中、いらいらして、つい子ども

両立を支援する体制の整備を図る】

に当たってしまう】

40%

50%

60%

54.3%

男性

63.0%

女性

59.2%

全体

(8)

30%

70%

男性

女性

全体

35%

40%

45%

37.6%

44.0%

41.7%

介護への参画について
「介護したことがある」
「介護したことはないが将来する可能性がある」

と答えた人は合計９割以上を占める結果となったことから、市民の介護に
対する意識の高さがうかがえます。また、誰を介護するかとの問いについ
ては、女性は「配偶者の親」
「配偶者」
「自分の親」の順に、男性は「自分
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の親」「配偶者」「配偶者の親」の順に回答が高い結果となりました。

【あなたやあなたの配偶者の親や家族の介護をしたことがありますか】
0%

男性

20%

40%

60%

31.9%

80%

59.1%

100%

9.0%

介護したことがある
介護したことはないが将来

女性

48.2%

46.2%

5.6%

する可能性がある
介護の可能性はない

全体

41.3%

51.7%

7.0%

【どなたを介護していましたか（する可能性がありますか）。あなたから見た続柄でお答えください】

0%

10%

30%

配偶者の親

50%

60%

男性

30.0%

40.1%

女性
全体

2.0%
4.2%
3.4%

自分の親

33.4%
9.3%
6.3%
7.4%

自分の祖父母
その他

40%

16.6%
14.8%
15.5%
13.1%

配偶者

配偶者の祖父母

20%

0.9%
1.2%
1.1%
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58.1%
42.7%

70%

3

まとめと考察
(1)

男女の認識について
男女の認識については、1998（平成 10）年の意識調査で男女ほぼ同じ割

合でしたが、2006（平成 17）年の意識調査では男女差が生じる結果となり
ました。
「男は仕事、女は家庭」、
「男らしく、女らしく」などの考え方について、
肯定的な割合が前回調査と比べ減少したことは男女共同参画社会を形成
していくうえで前進であるといえます。しかしながら、男女別では女性全
体の肯定的な割合が大幅に減少しているのに対し、男性全体ではそれほど
変化がみられないことや、男女問わず年代が上がるごとに肯定的な考え方
が増加する傾向にあることなどは、男女平等の社会づくりの形成がいかに
難しいことであるかがわかります。
このことから、男女共同参画社会を形成していくには、依然として根強
く残っている「男は仕事、女は家庭」や「男らしく、女らしく」といった
固定的性別役割分担に固執せず、一人ひとりの個性や能力を尊重する、
「そ
の人らしく」を十分に発揮できる環境づくりが重要です。

(2)

性別による固定的役割分担の見直し
「男女が共に職業を持ち、共に家庭を守る」という考え方に肯定的な回

答が男女共に多いことや家事、育児、介護を共に行っている家庭が増えて
きていることは、男女共同参画社会を進めるうえで大きな前進であるとい
えます。
しかしながら、「夫婦の役割分担はどのようにしているか」との設問に
対しては、妻が職業に就いているかどうかにかかわらず、「主に家事・育
児をするのは妻である」とする家庭が多いことから、実生活においては性
別による固定的役割分担が残っていることが伺えます。
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このことから、従来からの固定的性別役割分担を見直していくためには、
徐々に改善されてきている男女平等に対する意識を実生活に反映させて
いくことが重要となります。

(3)

女性の就労しやすい環境づくり
女性の就業については肯定的な意見が多く、結婚後や出産後なども女性

が仕事を続けていくことへの意識は定着してきたといえます。一方、職場
の待遇については、男性が優遇されていることが多く、また、職場におけ
る教育を始めとするスキルアップの提供の機会が少ないことから、女性が
生き生きと活躍できる環境づくりを進めていくためには、能力ある女性の
積極的な登用を行っていくことはもとより、性別を問わず各人の能力を充
分発揮できる環境を確保することが必要と考えます。

(4)

男女が共に参画できる社会づくり
男女が共に参画できる社会づくりを推進していくためには、
「男は仕事、

女は家庭」に代表されるような固定的な役割分担や意識の改善を図ってい
くことが重要になってきます。ただし、男女共同参画社会とは全てにおい
て男女が同じでなければいけないという意味ではありません。男性と女性
には性による機能差が存在するため、この差を考慮したうえでお互いが協
力しあって役割分担をしていくことが男女共同参画社会づくりには重要
となってきます。
また、今回の意識調査では男女による意識の違いだけでなく年代別によ
る意識の違いも多くみられました。このため、男女別による意識の違いを
計画に反映させていくことはもちろんのこと、次代を担うべき若年層の意
見も汲み上げた社会づくりが求められています。
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(5)

子育てや介護の環境づくり
子育てや介護について、男性の家庭への積極的な参画意識は徐々に芽生

えてきています。
しかしながら、市民意識調査の結果から、夫婦が共働きしている家庭に
おいて育児や介護等を主として行っているのは女性という家庭が多いこ
とから、現実においては子育てや介護等を平等に担う役割分担はまだまだ
男性の参画が十分ではないように思われます。夫婦が役割分担していくに
あたり、各家庭の状況を考慮することは不可欠です。
このことから、男性のより一層の参画を進めていくためには、行政にお
ける子育て支援のサービス向上を図るとともに、家庭や地域においては女
性だけに負担がかからないような周囲の環境づくりを推進していくこと
が必要となります。

- 21 -

基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識改革を進める
男女共同参画社会を実現し発展させるためには、私たちの意識改革が必要と
なります。長い歴史の中で形成されてきた「男は仕事、女は家庭」に代表され
る固定的性別役割分担意識は家庭、職場、地域など、社会のあらゆる分野にわ
たり、女性の生き方を様々な形で制約してきました。
そのため、施策を進めるにあたり、このような慣習や慣行にとらわれず、一
人ひとりが個性や能力を十分に発揮し、私たちの行動を変えることがこれまで
以上に必要となります。
2006（平成 18）年の市民意識調査では、
「家庭の役割分担をどのようにしてい
るか」の設問に対し、
「主に妻が家事・育児をしている」とする回答が男性 64.2％、
女性 73.7％、また、「男女の地位の平等観について」の設問に対し、「地域社会
（町内会、集落）においては男性優遇である」とする回答が男性 49.5％、女性
64.3％という結果となりました。女性が地域や社会に進出することに対しての
理解は徐々に進んでいるものの、あらゆる場において「男だから、女だから」
といったような役割分担意識が依然として残っているのが現状です。
そのため、家庭や学校、職場、地域における固定的性別役割分担意識の解消
に向けた調査や広報等による啓発活動、市民との対話の機会、小・中学校にお
ける学校教育やコミュニティ活動を含めた生涯学習等が果たす役割は非常に大
きくなります。このことから、家庭や地域における男女平等の意識高揚と男女
共同参画への意識改革を進めます。

重点目標１

男女平等意識の啓発の推進

重点目標２

学校等における男女平等意識に関する教育の実践

重点目標３

家庭・地域における男女平等意識高揚のための取組
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重点目標１ 男女平等意識の啓発の推進
男女平等に対する男女の格差意識は社会情勢など時代背景とともに変わり
つつあるものの「男は仕事、女は家庭」に代表されるような固定的性別役割分
担意識は男女の活動の広がりを難しくしており、また、長い時間かけて形づく
られてきた意識や慣習はあまりにも当たり前のこととして身についているた
め、すぐに改善されるものではありません。
女性に対する不当な差別意識や女性の参画の妨げとなる実態の改善、情報収
集など男女平等を推進する教育や理解を深めることが重要です。
お互いの人権を尊重しあうことが男女平等への重要な第一歩となることか
ら、依然として残っている固定的性別役割分担意識や社会慣習などに対して、
社会的性別（ジェンダー）（※）に敏感な視点を定着させるための広報・啓発
活動を推進します。

施策の方向
１ 性別による固定的役割分担意識の解消に向けた啓発活動
２ 男女平等の意識を高めるための広報・啓発活動

※社会的性別（ジェンダー）
人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中に
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「社会的
性別」（ジェンダー／gender）という。「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものでは
なく、国際的にも使われている。
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重点目標２ 学校等における男女平等意識の教育の実践
男女平等意識や固定的性別役割分担意識は幼年期よりつくられますが、性別
による期待感の違いなどから生涯にわたる考え方の基礎となるこの時期から
男女別でのしつけが行われていることが多いようです。
この人格が形成される過程で人権の尊重を基本とする男女平等教育の果た
す役割は非常に重要となります。
市民意識調査によると、
「学校教育の場」における男女の地位の平等観では､
「平等である」と感じている割合が男性 63.9％、女性 52.5％と他の項目に比
べ男女の平等観が高いと感じられる結果となりましたが、この平等観をさらに
高めていくためには、児童生徒の発達に応じ、学校教育全体を通しての男女平
等意識の推進、人権の尊重、男女相互の理解と協力についての指導を充実させ、
継続した取組を進めることが重要です。
また、小・中学校、高等学校など教育に関わる人々の間に見られる男女差別
を是正し、解消するための具体的な努力や計画的な研修、男女平等社会実現へ
の積極的な取組を推進していくためには、教育機関との関わりの中での協力・
支援体制が必要となります。
このことから、保育園や幼稚園、小・中学校等の教職員やＰＴＡへの研修な
どを通して男女平等意識の向上を図ります。

施策の方向
１ 幼稚園・保育園における男女平等教育の推進
２ 学校教育における男女平等教育の充実
３ 教育関係者・保護者に対する男女平等意識の啓発
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重点目標３ 家庭・地域における男女平等意識の推進
少子・高齢化社会の到来や核家族化により、家庭・家族の形態は多様化して
います。また、地域においても町内会や子ども会、老人会など様々な団体があ
ります。
市民意識調査において、家庭や地域、職場における男女の平等観に差が生じ
る結果となったことや、町内会・集落等では男性が中心的な役割についている
場合が多いことなど、女性が積極的に参画していくための意識が育ちにくい要
因があると考えられます。
近年の少子・高齢化社会の進展や社会経済の急速な変化に対応するために地
域社会の果たす役割は重要であり、様々な社会制度や慣行の見直しが必要とな
ります。
このことから、家事や育児、介護に男女が参画するうえでの意識改革や地域
活動、ボランティア活動に参加しやすくする手立てを講じるなど、市民団体と
行政との協働による男女共同参画に向けた地域づくりを推進します。

施策の方向
１ 生涯学習の場における男女平等教育の推進
２ 男女が共に参画できる地域活動の見直し
３ 家庭生活に関わる学習の場における男女平等教育の推進
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基本目標Ⅱ

男女の人権を尊重した社会づくり

男女共同参画社会の実現は、男女が互いの人権を尊重し合い、それぞれの生
き方やライフスタイルを認め合うことや、個性や能力が十分発揮できることが
大切であり、それは私たち一人ひとりの権利でもあります。
しかしながら、市民意識調査の結果から、固定的性別役割分担が残っている
ことが明らかになったことなど、胎内市では男女が互いの人権を尊重しあう意
識が浸透しているとはいえません。
この意識を浸透させていくためには、あらゆる場において男女平等の視点に
立って社会制度・慣行を見直していくことや、いかなる理由があっても許すこ
とのできない女性に対するあらゆる暴力を根絶すること、そして、女性を性的・
視覚的対象として商品化するような誤った価値観を見直していくことが必要と
なります。
このことから、すべての場においてジェンダーに敏感な視点で見直し、女性
も男性もお互いを認め合う、人権が尊重された社会づくりを目指します。

重点目標１

男女平等の視点に立った社会制度・慣行等の見直し

重点目標２

あらゆる暴力の根絶

重点目標３

メディアにおける女性の人権の尊重

重点目標４

性と生殖に関する女性の健康／権利（リプロダクティブ・ヘルス／
ライツ）を尊重する意識の推進
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重点目標 1

男女平等の視点に立った社会制度・慣行等の見直し

私たちの生活の中には、長年にわたり引き継がれてきた固定的性別役割分
担を基にした社会制度や慣行があります。これらは、男女共同参画実現への
大きな妨げになることから、見直しを進めていくことが必要不可欠です。
市民意識調査によると、
「社会通念・習慣・しきたり」における男女の地位
の平等観について（P12 グラフ参照）、胎内市の男性の 68.3%、女性の 76.8%
が「男性優遇である」と感じており、他の項目と比べ平等観が最も低い結果
となりました。また、
「男性が非常に優遇」の回答が女性は男性の倍以上高く、
男女の顕著な違いとなっています。
これは、胎内市においても依然として固定的性別役割分担意識が残ってい
ることや、それに起因する社会制度・慣行が見られることを意味しており、
この考え方が男女の行動を制約する要素となり、とりわけ女性が主体的に生
きるための自由な選択や能力発揮の障害となっています。
また、長年、地域の中にいると、その慣習を当然視してしまい、「家制度」
の延長の中で女性の不満が募っていることも考えられます。
このことから、性別を問わず自らの意思によって社会のあらゆる分野に参
画できるよう、男女平等の視点での社会通念や慣行の実態把握をするととも
に、広報・啓発活動により男女平等意識を浸透させ、社会制度や慣行を見直
していく必要があります。

施策の方向
１ 男女平等の視点での社会通念や慣行の実態把握
２ 広報・啓発活動による男女平等意識の浸透と社会制度・慣行の見直し
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重点目標 2

あらゆる暴力の根絶

あらゆる暴力は人権侵害であり、いかなる理由があったとしても決して許さ
れるものではありません。女性に対する性別的な取り扱いや、相手の意に反し
た性暴力などを含むあらゆる暴力は心身に深い傷を残しますが、その被害が深
刻なものであるにもかかわらず、これまで夫婦やパートナーの間での暴力は個
人の問題、家庭内の問題としてその多くが潜在化されてきました。「セクシュ
アル・ハラスメント（以下セクハラ）
（※１）」、
「ドメスティック・バイオレン
ス（以下ＤＶ）
（※２）」などの被害者となるのは男性に比べ女性が圧倒的に多
いというのが現状であり、この根底には固定的性別役割分担意識に基づく男性
優位の意識があります。
2001（平成 13）年 10 月には、配偶者や恋人からの暴力は犯罪であるとした
「DV 防止法（※３）」が施行されました。しかしながら、セクハラやＤＶなど
の問題は多くの人に関わる社会的問題であるとともに、固定的性別役割分担や
経済力格差、上下関係など、男女が置かれている社会状況等に根ざした構造的
な問題として捉え、対処していくことが必要です。
市民意識調査の夫婦間での暴力についての設問では、身体に対する直接的暴
力は暴力であると感じているのに対し、「交友関係や電話を細かく監視する」
「相手の言うことや存在を無視する」などの間接的暴力は暴力であると感じて
いない割合が増加する傾向となりました。
これらのことから、市民一人ひとりが性別による差別的取扱いや女性に対す
るあらゆる暴力が人権侵害であるという認識を深められるよう、人権に関する
情報や学習機会を提供していくことが重要です。
また、セクハラ、ＤＶ、性犯罪、売買春など女性に対するあらゆる形態の暴
力を根絶するためには、私たち一人ひとりが、どのような暴力も許さないとい
う意志を持つことが大切であり、その啓発に努めるとともに、被害女性への支
援や援助体制の拡充に向けた環境づくりを進めます。
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施策の方向
１ 女性に対するあらゆる暴力を防止する環境づくり
２ 相談窓口や被害女性の保護体制等の充実
３

職場をはじめとするあらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントを
防止する環境づくり

※１ セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）
男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴力についての取り
組むべき課題とその対策」（平成 16 年３月）では、セクシュアル・ハラスメントについて、「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性的な言動であり、それは、単に雇
用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、
様々な生活の場で起こり得るものである。」と定義している。なお、「人事院規則 10-10」では、セクシュア
ル・ハラスメントを「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる
職場外における性的な言動」と定義している。
また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項につ
いての指針」（平成 10 年労働省告示第 20 号）では、「職場において行われる性的な言動に対する女性
労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」を対価型セクシュア
ル・ハラスメント、「当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの」を環境型セクシュアル・
ハラスメントと規定している。
※２ 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、またはあった男性から女性に対して振るわれる暴力。家庭内の
出来事で被害が潜在することが多い。身体的なものだけでなく、精神的・性的・経済的なものを含む。
※３ ＤＶ防止法（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）
平成 13 年 4 月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法理」が成立した。この法律
は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するため、都道府県が、自ら設置する婦人相談所その他
の適切な施設において、被害者の相談を受けたり、一時保護を行うなど「配偶者暴力相談支援センター」
としての機能を果たすことや、裁判所が発するいわゆる接近禁止命令について規定している。
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重点目標 3

メディアにおける女性の人権の尊重

映像、活字など日常生活の中で接するメディアは、私たちの意識形成におい
て様々な形で影響を与えており、社会における価値観を市民に広げていくうえ
でたいへん大きな影響力を持っています。
自由を尊重するとともに、表現される側の人々の人権も、同様に尊重される
必要があります。
しかしながら、メディアにおいて女性の性的側面のみが強調されていたり、
女性に対する暴力的な表現や男女の固定的な役割を温存する表現が伝達され
れば、こうした概念が人々の意識や社会に大きな影響を与え、個人の多様な生
き方の可能性を阻害するばかりか、女性に対する暴力の容認や誘発を招きかね
ないことが指摘されます。
そのため、与えられた膨大な情報を受け入れるだけでなく、主体的に読み解
き、分析・活用する能力（メディア・リテラシー（※））を身に付けることが
重要です。また、市の広報・刊行物等が人権に配慮したものになっているか、
固定的観念にとらわれない表現になっているかなど、女性の人権尊重を確立す
るための施策を推進する必要があります。

施策の方向
１ 市の広報、刊行物における男女共同参画の推進
２ 市の広報、刊行物を社会的性別（ジェンダー）の視点から作成
３ 行政情報などを性別による固定観念にとらわれない表現に見直す
４

メディアを主体的に読み解き発信する能力（メディア・リテラシー）の
養成
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※メディア・リテラシー
一般にリテラシーは読み書き能力、識字と訳され、メディア･リテラシーは、メディア内容を解読・活用す
る能力とメディアを使って表現する能力を指し、メディア教育に関連して用いられる。メディアの送り出す情
報はジェンダーの視点を欠くものが多く、メディアの伝えている内容が「ありのままの現実」ではなく、メディア
により切り取られ、構成されたものであることに気付くことがメディア・リテラシーの基本である。さらに自らが
メディアを使いコミュニケーションする力を高め、発信能力を持つことが必要となる。
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重点目標 4

性と生殖に関する女性の健康／権利（リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ）を尊重する意識の推進

女性も男性もそれぞれの身体の特性を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、
相手に対して思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会を形成し
ていくうえで大切なことです。心身及び健康については、正確な知識や情報を
知り、主体的に行動し、健康で豊かな生活をすることが必要です。特に女性は
妊娠・出産など男性と異なる特有の健康問題があります。
したがって、その重要性については、女性のみならず男性を含めた社会全体
で認識しなければなりません。それには正しい知識や確かな情報を知り、主体
的に行動し、健康で豊かな生活をすることが求められます。
胎内市においては、性と生殖に関する女性の健康／権利(リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツ（※）)の概念を広く普及させるため、女性の健康の自己
決定を保障し、人権を尊重する意識づくりを推進するとともに、女性の生涯に
わたる健康を支援するための取組を実施していきます。

施策の方向
１ 性と生殖に関する女性の人権を尊重する意識づくりの推進
２ 生涯を通じた女性の健康づくりを支援

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する女性の健康／権利）
1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、女性の人権の
重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心課題には、いつ何人
子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生
まれ育つことなどが含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生
殖に関する課題が幅広く議論されています。
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基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力あるまちづくり
本来、社会は男女が互いの人権と性を尊重し、自立した人間によって構成さ
れる真の男女平等が達成されるものでなければなりません。この社会を達成す
るためには、男女が共に参画し、互いに責任を担う男女共同参画社会の構築が
不可欠です。
また、社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進していくためには、
人々の生活に決定的な影響をもたらす政策決定の場、そして運用の場から、家
庭や地域も含めて、男女共同参画を実現していかなくてはいけません。男女平
等や男女共同参画は、一人ひとりが、性別や年齢、国籍の違い、また、障がい
の有無等にかかわらず、社会の中で平等に位置づけられ、独立できるように、
支えていこうとするものです。
しかしながら、男性が主導し女性は補助をするといった固定的性別役割分担
意識の中で、女性の公の場への参画はたいへん遅れており、胎内市民の半数が
女性であるにもかかわらず、女性の意見が社会に反映されにくい状況となって
います。
そのため、女性に対し、あらゆる分野における参画に必要な能力の育成や活
動への支援を図りつつ、政策や方針決定の場への参画の拡大を進めていくこと
が重要となります。
また、男女平等の問題は世界的な課題として取り組まれていることからも、
広く男女共同参画の問題を捉えていくための国際的視野を持つことが求めら
れます。

重点目標１

女性人材の積極的な育成

重点目標２

政策・方針決定の場における男女共同参画の推進

重点目標３

国際的理解・協調の推進
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重点目標１ 女性人材の積極的な育成
男女共同参画については、市民一人ひとりが理解と意識を高め、広く浸透さ
せることが、地域や働く場の中心となって活躍するリーダーを育成していくう
えで重要となります。
しかしながら、従来からの固定的性別役割分担意識の中で、女性は男性の補
助的な役割を良しとしてきた立場から、その人の能力を社会で発揮するという
意識の醸成や訓練の機会に恵まれてきませんでした。
政策や方針決定の場に女性が男性と対等に参画していくためには、女性のエ
ンパワーメントが必須条件であるため、その人自身の内なる力を最大限に発揮
でき、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できるよう
研修や学習の機会を積極的に図る必要があります。
胎内市では、男女共同参画を積極的に進めるため、人材の発掘や育成を進め
るとともに、意思決定機関における女性比率の目標設定や、公募方式を導入す
るなど、女性が活躍できる機会と場づくりを推進します。

施策の方向
１ 女性人材の発掘及び育成の推進
２ 女性人材の情報収集・整備・提供
３ 研修及び学習機会の提供
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重点目標２ 政策・方針決定の場における男女共同参画の推進
男女共同参画社会基本法第２条において、男女共同参画社会とは、
「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、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」であるとうた
われています。これは、男女一人ひとりの個性や能力を十分に発揮し、喜びも
責任も分かち合える男女共同参画社会の形成を図っていく上で、政策・方針決
定過程における基盤となるものであり、男女共同参画社会基本法の基本的な理
念の一つともなっています。
豊かな 21 世紀を切り開いていくためには、多様な考え方を生かしていくこ
とが求められており、とりわけ女性の参画の促進を図らなければなりません。
しかしながら、胎内市では女性の審議会等における政策・方針決定の場等へ
の参画が男性と比べ少ないことから、女性の意見がまちづくりに反映されてい
るとはいえなく、その人の能力を十分に発揮することのできる機会が確保され
ていないのが現状です。
男女平等や男女共同参画社会を実現していくためには、政策・方針の場にお
ける立案・決定・実施、そして評価という作業に、決定権をもった男女がとも
に関与することが重要となります。また、具体的に策定された政策や方針が、
本来の目的をどの程度実現しているかを検証・評価する作業も必要となります。
このことから、市ではあらゆる場において女性の視点や関与が不可欠である
との基本的な考え方に則して、行政内部はもちろんのこと、企業・各種団体・
地域組織等においても、女性が参画しやすい条件や環境をより一層整備するた
めの取組を推進していきます。
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施策の方向
１ あらゆる分野における政策・方針決定等の場への女性の参画の推進
２ 市の各種審議会等への女性の登用率の促進
３ 女性管理職への積極的な登用の推進
４ 男女の職域拡大と訓練機会の均等化及び職員の意識啓発
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重点目標３ 国際的理解・協調の推進
男女共同参画社会の実現に向けた取組みは「国際婦人年」や「女子差別撤廃
条約」、国連の世界女性会議など国際社会における様々な取組と密接な関係を
保ちながら進んできました。
1999 年には「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女差別解消への拠
りどころとなる法的根拠ができました。男女平等に向けた取組は、国連が定め
た地球規模の動きであり、政治・経済と密接な関係にあります。このことから、
国際理解・協調の立場から男女共同参画を理解していく必要があり、市として
も国・県のみならず、世界の動向に注視し、各種情報の収集や提供に努めます。
また、胎内市には外国籍住民の方も数多く定住していることから、男女平等
や男女共同参画に関しての情報交換や相互の理解を深めることが大切であり、
そのために必要な取組みを進めていきます。
多文化共生の時代、外国籍住民の言語や文化の違いなど背景にある様々な文
化を理解した人権に配慮した暮らしやすい地域社会づくりを推進します。

施策の方向
１ 国際理解を深める学習機会の充実
２ 国際交流・国際協力活動への女性の参画促進
３ 在住・滞在外国人への情報提供と相互理解及び支援
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基本目標Ⅳ 男女が共にかかわる、子育てや介護の環境づくり
少子・高齢化や高度情報化、核家族化が進展していく中、様々なライフスタ
イルや家族形態におけるニーズに対応し、男女が安心し子どもを育てていくこ
とは男女共同参画の社会づくりを進めていくうえで重要です。
子育てや介護については、各種制度が整ってきてはいますが、現実において
は子育てや介護は女性に大きな負担がかかっています。
市民意識調査においても、男女が子育てや介護に積極的に参画していくため
に必要なこととして、「男性も女性も平等に、仕事と家庭の両立を支援する体
制の整備を図る」など、育児や介護等で女性に大きな負担がかかっている問題
を改善していくことが積極的な参画を推進していくために必要であると感じ
ている割合が高い結果となりました。
安全・安心に暮らせるまちづくりは誰もが望むものであり、男女共同参画社
会を進めるうえでたいへん重要なことです。そのため、女性だけでなく、周囲
の理解と協力が求められるよう、十分な知識や情報を持ち、広く社会に浸透さ
せるための環境づくりを進めていきます。

重点目標１ 地域における子育て支援体制の充実
重点目標２ 地域における介護支援体制の充実
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重点目標１ 地域における子育て支援体制の充実
少子化が進む中、社会における市民一人ひとりの価値観やライフスタイルの
変化から、多様なニーズに対応した保育や子育てに対する不安感への対応が求
められます。
子育てしている家庭において、子どもが健やかに育ち、子育てに夢を持てる
社会にするためには、男性も女性も仕事と家庭・育児等の責任を分かち合い、
共に働きながらも安心して子育てできる環境や必要な時に社会的支援を得ら
れることが重要です。
市民意識調査の結果から、各家庭の状況により男性の子育てへの参画は徐々
に増えてきてはいますが、まだ十分とはいえません。男女がともに積極的に育
児等に参画していくためには「男性も女性も平等に、仕事と家庭の両立を支援
する体制の整備を図る」ことが必要であると感じている人の割合も多い結果と
なりました。
市民の多様なニーズに対応できるよう、また、夫婦が協力し合い子育ての楽
しさを分かち合うことができるよう、保育園や幼稚園等のサービス向上をより
一層図るとともに、家庭において女性だけに負担がかからないよう子育てを支
援するなど、家族ぐるみや地域ぐるみでの子育て環境づくりや支援体制、意識
啓発等に努めます。

施策の方向
１ 多様なニーズに対応した保育サービスの充実を図る
２ 子育てに関する相談充実
３ 積極的な子育て支援の基盤づくり
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重点目標２ 地域における介護支援体制の充実
高齢化社会が進む中、ひとり暮らしや夫婦だけの高齢者世帯などの中で援護
を必要とする人が、住みなれた地域でいきいきと自立した生活を送ることはた
いへん重要なことです。
高齢者の方々が豊かで活力ある社会としていくためには、高齢期の男女を支
えられる側に位置づけるのではなく、年齢や性別に基づく固定的な見方や偏見
を取り除き、他の世代とともに、社会を支える重要な一員として捉える必要が
あります。
胎内市における 65 歳以上の高齢者人口の女性の占める割合は男性より高く、
また、75 歳以上の後期高齢者人口の約 3 分の 2 は女性となります。市でも年々
高齢化が進む中、介護にかかる負担は今後さらに大きくなると推測されること
から、今後、高齢化社会を支える施策を推進していくことは急務の課題となっ
ています。
市民意識調査においては、市民の介護に対する意識や自覚は向上しています
が、これまで介護をしてきた割合は男性より女性が多いというのが現状です。
また、介護を女性の役割とする考え方が、社会の中で根強く残っており、女性
に負担が偏っているという現状があります。
このことから、介護の負担を女性に集中させることなく、社会全体で支える
仕組みとして創設された介護保険制度を着実に実施するとともに、介護サービ
ス基盤の質・量両面にわたる整備を進めます。

施策の方向
１ 介護を支援する制度の充実を図る
２ 介護に関する相談の充実
３ 高齢者や障がい者の生活の安定と自立の推進
４ 安全・安心に暮らせる環境づくりの推進
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参考資料
１ 男女共同参画社会基本法
２ 新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例
３ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
４ 胎内市女性政策推進委員会要綱
５ 胎内市女性政策推進委員会名簿
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男女共同参画社会基本法

国、地方公共団体及び国民の責務を明ら

(平成 11 年６月 23 日(法律第 78 号)

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

我が国においては、日本国憲法に個人の

項を定めることにより、男女共同参画社

尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等

会の形成を総合的かつ計画的に推進する

の実現に向けた様々な取組が、国際社会に

ことを目的とする。

おける取組とも連動しつつ、着実に進めら

(定義)

れてきたが、なお一層の努力が必要とされ

第２条

ている。

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

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動

ころによる。
(1) 男女共同参画社会の形成

の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な

男女が、

変化に対応していく上で、男女が、互いに

社会の対等な構成員として、自らの意

その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

思によって社会のあらゆる分野におけ

性別にかかわりなく、その個性と能力を十

る活動に参画する機会が確保され、も

分に発揮することができる男女共同参画社

って男女が均等に政治的、経済的、社

会の実現は、緊要な課題となっている。

会的及び文化的利益を享受することが

このような状況にかんがみ、男女共同参

でき、かつ、共に責任を担うべき社会

画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決

を形成することをいう。
(2) 積極的改善措置

定する最重要課題と位置付け、社会のあら

前号に規定する機

ゆる分野において、男女共同参画社会の形

会に係る男女間の格差を改善するため

成の促進に関する施策の推進を図っていく

必要な範囲内において、男女のいずれ

ことが重要である。

か一方に対し、当該機会を積極的に提

ここに、男女共同参画社会の形成につい

供することをいう。

ての基本理念を明らかにしてその方向を示

(男女の人権の尊重)

し、将来に向かって国、地方公共団体及び

第３条

男女共同参画社会の形成は、男女

国民の男女共同参画社会の形成に関する取

の個人としての尊厳が重んぜられること、

組を総合的かつ計画的に推進するため、こ

男女が性別による差別的取扱いを受けな

の法律を制定する。

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

第１章 総則

人権が尊重されることを旨として、行わ

(目的)

れなければならない。

第１条

この法律は、男女の人権が尊重さ

(社会における制度又は慣行についての配

れ、かつ、社会経済情勢の変化に対応で

慮)

きる豊かで活力ある社会を実現すること

第４条

男女共同参画社会の形成に当たっ

の緊要性にかんがみ、男女共同参画社会

ては、社会における制度又は慣行が、性

の形成に関し、基本理念を定め、並びに

別による固定的な役割分担等を反映して、

- 42 -

男女の社会における活動の選択に対して

同じ。)を総合的に策定し、及び実施する

中立でない影響を及ぼすことにより、男

責務を有する。

女共同参画社会の形成を阻害する要因と

(地方公共団体の責務)

なるおそれがあることにかんがみ、社会

第９条

地方公共団体は、基本理念にのっ

における制度又は慣行が男女の社会にお

とり、男女共同参画社会の形成の促進に

ける活動の選択に対して及ぼす影響をで

関し、国の施策に準じた施策及びその他

きる限り中立なものとするように配慮さ

のその地方公共団体の区域の特性に応じ

れなければならない。

た施策を策定し、及び実施する責務を有

(政策等の立案及び決定への共同参画)
第５条

する。

男女共同参画社会の形成は、男女

(国民の責務)

が、社会の対等な構成員として、国若し

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭

くは地方公共団体における政策又は民間

その他の社会のあらゆる分野において、

の団体における方針の立案及び決定に共

基本理念にのっとり、男女共同参画社会

同して参画する機会が確保されることを

の形成に寄与するように努めなければな

旨として、行われなければならない。

らない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)

(法制上の措置等)

第６条

男女共同参画社会の形成は、家族

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成

を構成する男女が、相互の協力と社会の

の促進に関する施策を実施するため必要

支援の下に、子の養育、家族の介護その

な法制上又は財政上の措置その他の措置

他の家庭生活における活動について家族

を講じなければならない。

の一員としての役割を円滑に果たし、か

(年次報告等)

つ、当該活動以外の活動を行うことがで

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同

きるようにすることを旨として、行われ

参画社会の形成の状況及び政府が講じた

なければならない。

男女共同参画社会の形成の促進に関する

(国際的協調)

施策についての報告を提出しなければな

第７条

らない。

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

(2) 政府は、毎年、前項の報告に係る男

していることにかんがみ、男女共同参画

女共同参画社会の形成の状況を考慮し

社会の形成は、国際的協調の下に行われ

て講じようとする男女共同参画社会の

なければならない。

形成の促進に関する施策を明らかにし

(国の責務)

た文書を作成し、これを国会に提出し

第８条

なければならない。

国は、第三条から前条までに定め

る男女共同参画社会の形成についての基
本理念(以下「基本理念」という。)にのっ

第２章

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

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)
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第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成

形成の促進に関する施策の大綱

の促進に関する施策の総合的かつ計画的

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県

な推進を図るため、男女共同参画社会の

の区域における男女共同参画社会の形

形成の促進に関する基本的な計画(以下

成の促進に関する施策を総合的かつ計

「男女共同参画基本計画」という。)を定

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

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

び都道府県男女共同参画計画を勘案し

事項について定めるものとする。

て、当該市町村の区域における男女共

(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

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

の大綱

男女共同参画計画」という。)を定める

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同

ように努めなければならない。

参画社会の形成の促進に関する施策を

(4) 都道府県又は市町村は、都道府県男

総合的かつ計画的に推進するために必

女共同参画計画又は市町村男女共同参

要な事項

画計画を定め、又は変更したときは、

(3) 内閣総理大臣は、男女共同参画会議

遅滞なく、これを公表しなければなら

の意見を聴いて、男女共同参画基本計

ない。

画の案を作成し、閣議の決定を求めな

(施策の策定等に当たっての配慮)

ければならない。

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同

(4) 内閣総理大臣は、前項の規定による

参画社会の形成に影響を及ぼすと認めら

閣議の決定があったときは、遅滞なく、

れる施策を策定し、及び実施するに当た

男女共同参画基本計画を公表しなけれ

っては、男女共同参画社会の形成に配慮

ばならない。

しなければならない。

(5) 前二項の規定は、男女共同参画基本

(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

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)

等を通じて、基本理念に関する国民の理

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計

解を深めるよう適切な措置を講じなけれ

画を勘案して、当該都道府県の区域にお

ばならない。
(苦情の処理等)

する施策についての基本的な計画(以下

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参

「都道府県男女共同参画計画」という。)

画社会の形成の促進に関する施策又は男

を定めなければならない。

女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと

２

ける男女共同参画社会の形成の促進に関

都道府県男女共同参画計画は、次に掲

認められる施策についての苦情の処理の

げる事項について定めるものとする。

ために必要な措置及び性別による差別的

(1) 都道府県の区域において総合的かつ

取扱いその他の男女共同参画社会の形成

長期的に講ずべき男女共同参画社会の

を阻害する要因によって人権が侵害され
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た場合における被害者の救済を図るため

(2) 前号に掲げるもののほか、内閣総理

に必要な措置を講じなければならない。

大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男

(調査研究)

女共同参画社会の形成の促進に関する

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行

基本的な方針、基本的な政策及び重要

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

事項を調査審議すること。

に関する調査研究その他の男女共同参画

(3) 前二号に規定する事項に関し、調査

社会の形成の促進に関する施策の策定に

審議し、必要があると認めるときは、

必要な調査研究を推進するように努める

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

ものとする。

意見を述べること。

(国際的協調のための措置)

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を

形成の促進に関する施策の実施状況を

国際的協調の下に促進するため、外国政

監視し、及び政府の施策が男女共同参

府又は国際機関との情報の交換その他男

画社会の形成に及ぼす影響を調査し、

女共同参画社会の形成に関する国際的な

必要があると認めるときは、内閣総理

相互協力の円滑な推進を図るために必要

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述

な措置を講ずるように努めるものとする。

べること。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支

(組織)

援)

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男

をもって組織する。

女共同参画社会の形成の促進に関する施

(議長)

策及び民間の団体が男女共同参画社会の

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充

形成の促進に関して行う活動を支援する

てる。

ため、情報の提供その他の必要な措置を

２

議長は、会務を総理する。

講ずるように努めるものとする。

(議員)
第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充

第３章 男女共同参画会議

てる。

(設置)

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうち

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議(以

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

下「会議」という。)を置く。

た識見を有する者のうちから、内閣総
(所掌事務)

理大臣が任命する者

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさ

２

前項第２号の議員の数は、同項に規定

どる。

する議員の総数の 10 分の５未満であっ

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第 13

てはならない。

条第３項に規定する事項を処理するこ

３

と。

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
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る議員の総数の十分の四未満であっては

する法律(平成十一年法律第八十八号)の

ならない。

施行の日から施行する。ただし、次の各

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。

号に掲げる規定は、当該各号に定める日

(議員の任期)

から施行する。(施行の日＝平成 13 年１

第 26 条

前条第１項第２号の議員の任期

月６日)

は、２年とする。ただし、補欠の議員の

(1) 略

任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 附則第 10 条第１項及び第５項、第

２

14 条第３項、第 23 条、第 28 条並びに

前条第１項第２号の議員は、再任され

第 30 条の規定 公布の日

ることができる。
(資料提出の要求等)

(委員等の任期に関する経過措置)

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行する

第 29 条 この法律の施行の日の前日にお

ために必要があると認めるときは、関係

いて次に掲げる従前の審議会その他の機

行政機関の長に対し、監視又は調査に必

関の会長、委員その他の職員である者(任

要な資料その他の資料の提出、意見の開

期の定めのない者を除く。)の任期は、当

陳、説明その他必要な協力を求めること

該会長、委員その他の職員の任期を定め

ができる。

たそれぞれの法律の規定にかかわらず、

２

会議は、その所掌事務を遂行するため

その日に満了する。

に特に必要があると認めるときは、前項

(1)から(10)まで 略

に規定する者以外の者に対しても、必要

(11) 男女共同参画審議会
(別に定める経過措置)

な協力を依頼することができる。
(政令への委任)

第 30 条 第２条から前条までに規定する

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議

もののほか、この法律の施行に伴い必要

の組織及び議員その他の職員その他会議

となる経過措置は、別に法律で定める。
(施行期日)

に関し必要な事項は、政令で定める。

第 1 条 この法律(第 2 条及び第 3 条を除

附 則 抄

く。)は、平成 13 年 1 月 6 日から施行す
(施行期日)

る。ただし、次の号に掲げる規定は、当

第１条

該各号に定める日から施行する。

この法律は、公布の日から施行す

(以下略)

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
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新潟県男女平等社会の形成の推進に
関する条例

ここに私たちは、男女平等社会の形成を総
合的かつ計画的に推進することを決意して、
この条例を制定する。

平成 14 年３月 28 日公布
新潟県条例第 13 号

第１章

目次

（目的）

前文

総則

第１条

この条例は、男女平等社会の形成

第 1 章 総則（第１条－第８条）

に関し、基本理念を定め、並びに県、県

第 2 章 基本的施策（第９条－第 23 条）

民及び事業者の責務を明らかにするとと

第 3 章 新潟県男女平等社会推進審議会

もに、県の施策の基本となる事項を定め

（第 24 条－第 32 条）

ることにより、男女平等社会の形成を総

第 4 章 雑則（第 33 条）

合的かつ計画的に推進することを目的と

附則

する。
（定義）

男女は、すべて人として平等な存在であ

第２条

この条例において、次の各号に掲

り、性別による差別的な取扱いを受けるこ

げる用語の意義は、当該各号に定めると

となく、その人権を尊重されなければなら

ころによる。

ない。そして、個人の尊重と法の下の平等

(1) 男女平等社会の形成 男女が、性別

をうたう日本国憲法の下、また、女子に対

にかかわりなく個人として尊重され、

するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

社会の対等な構成員として、自らの意

約を軸とした国際的な連携の下、男女平等

思によって社会のあらゆる分野におけ

の実現に向けた様々な取組が行われてきた。

る活動に参画する機会が確保されるこ

しかしながら、今もなお社会の様々な分野

とにより、均等に政治的、経済的、社

で、性別による固定的な役割分担意識や、

会的及び文化的利益を享受することが

これに基づく制度や慣行が根強く残ってい

でき、かつ、共に責任を担うべき社会

る。

を形成することをいう。
(2)

本県においては、女性の就業率が高く、

積極的改善措置 前号に規定する機

県内産業の重要な担い手となっているにも

会に係る男女間の格差を改善するため

かかわらず、意思決定の場への女性の参画

必要な範囲内において、男女のいずれ

の割合が低い実態が見られる。

か一方に対し、当該機会を積極的に提

このような状況に加え、少子高齢化が急

供することをいう。

速に進展するなど社会経済情勢が激しく変

（基本理念）

化する時代を迎え、男女が、互いの人権を

第３条

男女平等社会の形成は、男女の個

尊重し、協力し合い、性別にかかわりなく、

人としての尊厳が重んぜられること、男

その個性と能力を最大限に発揮できる男女

女が直接であると間接であるとを問わず

平等社会の形成が緊要な課題となっている。

性別による差別的な取扱いを受けないこ

- 47 -

と、男女が個人として能力を発揮する機

２

県は、男女平等社会の形成の推進に関
する施策を実施するに当たり、県民、事

が尊重されることを旨として、行われな

業者、市町村及び国と連携して取り組む

ければならない。

ものとする。

２

会が確保されることその他の男女の人権

男女平等社会の形成は、性別による固
定的な役割分担等を反映した社会におけ

（県民の責務）
第５条

県民は、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、

動の自由な選択を妨げないようにするこ

基本理念にのっとり、自ら積極的に男女

とを旨として、行われなければならない。

平等社会の形成に寄与するよう努めなけ

３

る制度又は慣行が男女の社会における活

男女平等社会の形成は、男女が社会の
対等な構成員として、県その他の団体に

ればならない。
２

県民は、県が実施する男女平等社会の

おける政策又は方針の立案及び決定に共

形成の推進に関する施策に協力するよう

同して参画する機会が確保されることを

努めなければならない。

旨として、行われなければならない。
４

（事業者の責務）

男女平等社会の形成は、家族を構成す

第６条

事業者は、その事業活動に関し、

る男女が相互の協力と社会の支援の下に、

基本理念にのっとり、自ら積極的に男女

家庭生活における活動と当該活動以外の

平等社会の形成に寄与するよう努めなけ

活動を両立して行うことができるように

ればならない。

することを旨として、行われなければな

２

らない。

事業者は、県が実施する男女平等社会

５

の形成の推進に関する施策に協力するよ

男女平等社会の形成は、生涯にわたる

う努めなければならない。

妊娠、出産その他の性と生殖に関する健

（差別的取扱いの禁止等）

康と権利が尊重されることを旨として、

第７条

行われなければならない。
６

何人も、社会のあらゆる分野にお

いて、性別を理由とする差別的な取扱い

男女平等社会の形成の推進が国際社会
における取組と密接な関係を有している

を行ってはならない。
２

何人も、社会のあらゆる分野において、

ことにかんがみ、男女平等社会の形成は、

セクシュアル・ハラスメント（性的な言

当該取組を勘案して行われなければなら

動により相手方の生活環境を害し、又は

ない。

性的な言動に対する相手方の対応によっ

（県の責務）

てその者に不利益を与えることをいう。
）

第４条

を行ってはならない。

県は、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

３

何人も、配偶者等及び配偶者等であっ

女平等社会の形成の推進に関する施策

た者に対し、暴力その他の心身に有害な

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を

影響を及ぼす言動を行ってはならない。

総合的に策定し、及び実施する責務を有

（公衆に表示する情報の留意）

する。

第８条
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何人も、公衆に表示する情報にお

いて、前条に規定する行為を助長する表

（財政上の措置）

現を行わないよう努めなければならない。

第 14 条 県は、男女平等社会の形成の推進
に関する施策を実施するため、必要な財

第２章 基本的施策

政上の措置を講ずるよう努めるものとす

（基本計画）

る。

第９条

知事は、男女共同参画社会基本法

（推進体制の整備）

（平成 11 年法律第 78 号）第 14 条第１

第 15 条 県は、男女平等社会の形成の推進

項に規定する基本的な計画（以下「基本

に関する施策を実施するため、必要な推

計画」という。）を定めるに当たっては、

進体制を整備するよう努めるものとする。
（年次報告）

とができるよう必要な措置を講じるとと

第 16 条 知事は、毎年、男女平等社会の形

もに、新潟県男女平等社会推進審議会の

成の推進に関する施策の推進状況等につ

意見を聴かなければならない。

いての報告書を作成し、これを公表する

２

あらかじめ、県民等の意見を反映するこ

知事は、基本計画を定めたときは、こ
れを公表しなければならない。

３

ものとする。
（調査及び研究）

前２項の規定は、基本計画の変更につ

第 17 条 県は、男女平等社会の形成の推進

いて準用する。

に関して必要な調査及び研究を行うもの

（施策の策定等に当たっての配慮）

とする。

第 10 条 県は、男女平等社会の形成に影響

（市町村との協力）

を及ぼすと認められる施策を策定し、及

第 18 条 県は、市町村が行う男女平等社会

び実施するに当たっては、男女平等社会

の形成の推進に関する施策の策定及び実

の形成に配慮しなければならない。

施に協力するため、情報の提供その他の

（広報、啓発活動等）

必要な措置を講ずるよう努めるものとす

第 11 条 県は、広報、啓発活動等を通じて、

る。

基本理念に関する県民の理解を深めるよ

（県民等の活動に対する支援）

う適切な措置を講じなければならない。

第 19 条 県は、男女平等社会の形成の推進

（教育の推進）

に関し、県民及び事業者が行う活動を支

第 12 条 県は、学校教育その他のあらゆる

援するため、情報の提供その他の必要な

教育の分野において、男女平等の意識を
育む教育を推進するもの

措置を講ずるよう努めるものとする。
（報告の徴収等）
第 20 条 知事は、事業者に対し、男女平等

とする。
（産業の分野における環境の整備）

社会の形成の推進に関し必要な事項につ

第 13 条 県は、あらゆる産業の分野におい

いて報告を求めることができる。

て、男女が性別にかかわらず能力を発揮

２

でき、かつ、適正に評価されるよう、必
要な環境の整備に努めるものとする。
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知事は、前項の報告を取りまとめ、公
表することができる。

（附属機関における委員の構成）

るため、新潟県男女平等社会推進審議会

第 21 条 県は、附属機関の委員の選任に当

（以下「審議会」という。
）を置く。

たっては、男女の委員の数の均衡を図る

２

よう努めるものとする。

審議会は、前項の規定による調査審議
を行うほか、男女平等社会の形成の推進

（相談の申出）

に関し必要な事項について、知事に意見

第 22 条 県民及び事業者は、性別による差

を述べることができる。

別的な取扱いその他の男女平等社会の形

（組織）

成を阻害する行為についての相談を知事

第 25 条 審議会は、委員 20 人以内で組織

に申し出ることができる。
２

する。

知事は、前項の規定による相談の申出

２

委員は、次に定めるところにより、知

について、必要に応じて関係行政機関等

事が任命する。

と連携して適切な処理に努めるものとす

(1) 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未満とならな

る。
３

知事は、第１項の規定による相談の申

いこと。
(2) 一部の委員は、公募に応じた者とす

出に応ずるため、男女平等推進相談員を
置くものとする。
４

ること。

知事は、第１項の規定による相談の申

（任期）

出のうち特に必要があると認めるものに

第 26 条 委員の任期は、２年とする。ただ

ついては、新潟県男女平等社会推進審議

し、委員が欠けた場合における補欠の委

会の意見を聴くものとする。

員の任期は、前任者の残任期間とする。

（施策に関する苦情の申出）

２

第 23 条 県民及び事業者は、県が実施する

（会長）

男女平等社会の形成の推進に関する施策

委員は、再任されることができる。

第 27 条 審議会に会長を置き、委員の互選

又は男女平等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を県に

によりこれを定める。
２

申し出ることができる。

会長は、審議会を代表し、会務を総理

２

する。

県は、前項の規定による苦情の申出を

３

会長に事故があるとき又は会長が欠け

処理するに当たって必要があると認める

たときは、会長があらかじめ指名する委

ときは、新潟県男女平等社会推進審議会

員が、その職務を代行する。

の意見を聴くものとする。

（会議）
第 28 条 審議会の会議は、会長が招集し、

第３章 新潟県男女平等社会推進審議会

会長が議長となる。

（設置等）
第 24 条

２
この条例によりその権限に属さ

審議会は、委員の過半数が出席しなけ

せられた事項その他男女平等社会の形成

れば会議を開くことができない。
３

の推進に関する重要事項を調査審議させ
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審議会の議事は、出席した委員の過半
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。
（部会）
第 29 条 審議会は、必要に応じ、部会を置
くことができる。
（公開）
第 30 条 審議会の会議は、公開する。ただ
し、審議会は、個人に関する情報を取り
扱う場合その他会議を公開することによ
り公正かつ円滑な議事の運営に著しい支
障が生ずると認める場合は、会議の全部
又は一部を公開しないことができる。
（庶務）
第 31 条 審議会の庶務は、県民生活・環境
部において行う。
（委任）
第 32 条 この章に定めるもののほか、審議
会の運営に関し必要な事項は、会長が審
議会に諮って定める。
第４章 雑則
（委任）
第 33 条

この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。
附則
（施行期日）
１ この条例は、平成 14 年４月１日から施
行する。ただし、第９条、第 22 条、第
23 条及び第３章の規定は、同年８月１日
から施行する。
（検討）
２

県は、この条例の施行後５年を経過し
た場合において、この条例の施行の状況
について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
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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

ものであることを想起し、窮乏の状況にお

(昭和 60 年７月１日条約第７号)

ための訓練及び機会並びに他の必要とする

いては、女子が食糧、健康、教育、雇用の
ものを享受する機会が最も少ないことを憂

この条約の締約国は、国際連合憲章が基

慮し、衡平及び正義に基づく新たな国際経

本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女

済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく

の権利の平等に関する信念を改めて確認し

貢献することを確信し、アパルトヘイト、

ていることに留意し、世界人権宣言が、差

あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民

別は容認することができないものであると

地主義、新植民地主義、侵略、外国による

の原則を確認していること、並びにすべて

占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女

の人間は生まれながらにして自由であり、

の権利の完全な享有に不可欠であることを

かつ、尊厳及び権利について平等であるこ

強調し、国際の平和及び安全を強化し、国

と並びにすべての人は性による差別その他

際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び

のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるす

経済体制のいかんを問わない。)の間で相互

べての権利及び自由を享有することができ

に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達

ることを宣明していることに留意し、人権

成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下

に関する国際規約の締約国がすべての経済

での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係

的、社会的、文化的、市民的及び政治的権

における正義、平等及び互恵の原則を確認

利の享有について男女に平等の権利を確保

し、外国の支配の下、植民地支配の下又は

する義務を負つていることに留意し、国際

外国の占領の下にある人民の自決の権利及

連合及び専門機関の主催の下に各国が締結

び人民の独立の権利を実現し並びに国の主

した男女の権利の平等を促進するための国

権及び領土保全を尊重することが、社会の

際条約を考慮し、更に、国際連合及び専門

進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の

機関が採択した男女の権利の平等を促進す

完全な平等の達成に貢献することを確認し、

るための決議、宣言及び勧告に留意し、し

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とす

かしながら、これらの種々の文書にもかか

る平和は、あらゆる分野において女子が男

わらず女子に対する差別が依然として広範

子と平等の条件で最大限に参加することを

に存在していることを憂慮し、女子に対す

必要としていることを確信し、家族の福祉

る差別は、権利の平等の原則及び人間の尊

及び社会の発展に対する従来完全には認め

厳の尊重の原則に反するものであり、女子

られていなかつた女子の大きな貢献、母性

が男子と平等の条件で自国の政治的、社会

の社会的重要性並びに家庭及び子の養育に

的、経済的及び文化的活動に参加する上で

おける両親の役割に留意し、また、出産に

障害となるものであり、社会及び家族の繁

おける女子の役割が差別の根拠となるべき

栄の増進を阻害するものであり、また、女

ではなく、子の養育には男女及び社会全体

子の潜在能力を自国及び人類に役立てるた

が共に責任を負うことが必要であることを

めに完全に開発することを一層困難にする

認識し、社会及び家庭における男子の伝統
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的役割を女子の役割とともに変更すること

平等を基礎として確立し、かつ、権限のあ

が男女の完全な平等の達成に必要であるこ

る自国の裁判所その他の公の機関を通じて

とを認識し、女子に対する差別の撤廃に関

差別となるいかなる行為からも女子を効果

する宣言に掲げられている諸原則を実施す

的に保護することを確保すること。

ること及びこのために女子に対するあらゆ

(ｄ)

る形態の差別を撤廃するための必要な措置

為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及

をとることを決意して、次のとおり協定し

び機関がこの義務に従つて行動することを

た。

確保すること。

女子に対する差別となるいかなる行

(ｅ) 個人、団体又は企業による女子に対す
第１部

る差別を撤廃するためのすべての適当な措

第１条

置をとること。

この条約の適用上、
「女子に対する差別」と

(ｆ) 女子に対する差別となる既存の法律、

は、性に基づく区別、排除又は制限であつ

規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止する

て、政治的、経済的、社会的、文化的、市

ためのすべての適当な措置(立法を含む。)

民的その他のいかなる分野においても、女

をとること。

子(婚姻をしているかいないかを問わない。)

(ｇ)

が男女の平等を基礎として人権及び基本的

ての刑罰規定を廃止すること。

女子に対する差別となる自国のすべ

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

第３条

ものをいう。

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、

第２条

女子に対して男子との平等を基礎として人

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差

権及び基本的自由を行使し及び享有するこ

別を非難し、女子に対する差別を撤廃する

とを保障することを目的として、女子の完

政策をすべての適当な手段により、かつ、

全な能力開発及び向上を確保するためのす

遅滞なく追求することに合意し、及びこの

べての適当な措置(立法を含む。)をとる。

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

第４条

他の適当な法令に組み入れられていない場

１

合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原

ることを目的とする暫定的な特別措置をと

則の実際的な実現を法律その他の適当な手

ることは、この条約に定義する差別と解し

段により確保すること。

てはならない。ただし、その結果としてい

(ｂ)

かなる意味においても不平等な又は別個の

女子に対するすべての差別を禁止す

締約国が男女の事実上の平等を促進す

る適当な立法その他の措置(適当な場合に

基準を維持し続けることとなつてはならず、

は制裁を含む。)をとること。

これらの措置は、機会及び待遇の平等の目

(ｃ)

的が達成された時に廃止されなければなら

女子の権利の法的な保護を男子との
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ない。

(ｂ)

２

締約国が母性を保護することを目的と

る権利並びに政府のすべての段階において

する特別措置(この条約に規定する措置を

公職に就き及びすべての公務を遂行する権

含む。)をとることは、差別と解してはなら

利

ない。

(ｃ)

政府の政策の策定及び実施に参加す

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
第５条

権利

締約国は、次の目的のためのすべての適当
な措置をとる。

第８条

(ａ)

両性いずれかの劣等性若しくは優越

締約国は、国際的に自国政府を代表し及び

性の観念又は男女の定型化された役割に基

国際機関の活動に参加する機会を、女子に

づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤

対して男子と平等の条件でかついかなる差

廃を実現するため、男女の社会的及び文化

別もなく確保するためのすべての適当な措

的な行動様式を修正すること。

置をとる。

(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

第９条

の養育及び発育における男女の共同責任に

１

締約国は、国籍の取得、変更及び保持

ついての認識を含めることを確保すること。 に関し、女子に対して男子と平等の権利を
あらゆる場合において、子の利益は最初に

与える。締約国は、特に、外国人との婚姻

考慮するものとする。

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

第６条

の国籍を妻に強制することとならないこと

締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び

を確保する。

女子の売春からの搾取を禁止するためのす

２

べての適当な措置(立法を含む。)をとる。

して男子と平等の権利を与える。

第２部

第３部

第７条

第１０条

締約国は、自国の政治的及び公的活動にお

締約国は、教育の分野において、女子に対

ける女子に対する差別を撤廃するためのす

して男子と平等の権利を確保することを目

べての適当な措置をとるものとし、特に、

的として、特に、男女の平等を基礎として

女子に対して男子と平等の条件で次の権利

次のことを確保することを目的として、女

を確保する。

子に対する差別を撤廃するためのすべての

(ａ)

適当な措置をとる。

あらゆる選挙及び国民投票において

締約国は、子の国籍に関し、女子に対

投票する権利並びにすべての公選による機

(ａ)

関に選挙される資格を有する権利

施設における職業指導、修学の機会及び資
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農村及び都市のあらゆる種類の教育

格証書の取得のための同一の条件。このよ

措置をとる。

うな平等は、就学前教育、普通教育、技術

(ａ)

教育、専門教育及び高等技術教育並びにあ

ての労働の権利

らゆる種類の職業訓練において確保されな

(ｂ)

ければならない。

選考基準の適用を含む。)についての権利

(ｂ) 同一の教育課程、同一の試験、同一の

(ｃ) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇

水準の資格を有する教育職員並びに同一の

用の保障並びに労働に係るすべての給付及

質の学校施設及び設備を享受する機会

び条件についての権利並びに職業訓練及び

(ｃ)

再訓練(見習、上級職業訓練及び継続的訓練

すべての段階及びあらゆる形態の教

すべての人間の奪い得ない権利とし
同一の雇用機会(雇用に関する同一の

育における男女の役割についての定型化さ

を含む。)を受ける権利

れた概念の撤廃を、この目的の達成を助長

(ｄ)

する男女共学その他の種類の教育を奨励す

(手当を含む。)及び同一待遇についての権利

ることにより、また、特に、教材用図書及

並びに労働の質の評価に関する取扱いの平

び指導計画を改訂すること並びに指導方法

等についての権利

を調整することにより行うこと。

(ｅ)

(ｄ)

障害、老齢その他の労働不能の場合におけ

奨学金その他の修学援助を享受する

同一価値の労働についての同一報酬

社会保障(特に、退職、失業、傷病、

同一の機会

る社会保障)についての権利及び有給休暇

(ｅ)

についての権利

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

(ｆ)

する教育上の格差をできる限り早期に減少

(生殖機能の保護を含む。)についての権利

させることを目的とした継続教育計画を利

２

用する同一の機会

女子に対する差別を防止し、かつ、女子に

(ｆ)

対して実効的な労働の権利を確保するため、

女子の中途退学率を減少させること

作業条件に係る健康の保護及び安全
締約国は、婚姻又は母性を理由とする

及び早期に退学した女子のための計画を策

次のことを目的とする適当な措置をとる。

定すること。

(ａ)

(ｇ)

及び婚姻をしているかいないかに基づく差

スポーツ及び体育に積極的に参加す

妊娠又は母性休暇を理由とする解雇

る同一の機会

別的解雇を制裁を課して禁止すること。

(ｈ)

(ｂ)

家族の健康及び福祉の確保に役立つ

給料又はこれに準ずる社会的給付を

特定の教育的情報(家族計画に関する情報

伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社

及び助言を含む。)を享受する機会

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。

第１１条

(ｃ)

１

締約国は、男女の平等を基礎として同

会的活動への参加とを両立させることを可

一の権利、特に次の権利を確保することを

能とするために必要な補助的な社会的サー

目的として、雇用の分野における女子に対

ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び

する差別を撤廃するためのすべての適当な

充実を促進することにより奨励すること。
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親が家庭責任と職業上の責務及び社

(ｄ)

妊娠中の女子に有害であることが証

の問題及び家族の経済的生存のために果た

明されている種類の作業においては、当該

している重要な役割(貨幣化されていない

女子に対して特別の保護を与えること。

経済の部門における労働を含む。)を考慮に

３

この条に規定する事項に関する保護法

入れるものとし、農村の女子に対するこの

令は、科学上及び技術上の知識に基づき定

条約の適用を確保するためのすべての適当

期的に検討するものとし、必要に応じて、

な措置をとる。

修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。

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
第１２条

その開発から生ずる利益を受けることを確

１

締約国は、男女の平等を基礎として保

保することを目的として、農村の女子に対

健サービス(家族計画に関連するものを含

する差別を撤廃するためのすべての適当な

む。)を享受する機会を確保することを目的

措置をとるものとし、特に、これらの女子

として、保健の分野における女子に対する

に対して次の権利を確保する。

差別を撤廃するためのすべての適当な措置

(ａ)

をとる。

成及び実施に参加する権利

２

1 の規定にかかわらず、締約国は、女

(ｂ)

すべての段階における開発計画の作
適当な保健サービス(家族計画に関す

子に対し、妊娠、分べん及び産後の期間中

る情報、カウンセリング及びサービスを含

の適当なサービス(必要な場合には無料に

む。)を享受する権利

する。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当

(ｃ)

な栄養を確保する。

する権利

社会保障制度から直接に利益を享受

(ｄ) 技術的な能力を高めるために、あらゆ
第１３条

る種類(正規であるかないかを問わない。)

締約国は、男女の平等を基礎として同一の

の訓練及び教育(実用的な識字に関するも

権利、特に次の権利を確保することを目的

のを含む。)並びに、特に、すべての地域サ

として、他の経済的及び社会的活動の分野

ービス及び普及サービスからの利益を享受

における女子に対する差別を撤廃するため

する権利

のすべての適当な措置をとる。

(ｅ)

(ａ) 家族給付についての権利

又は自営を通じて得るために、自助的集団

(ｂ) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融

及び協同組合を組織する権利

上の信用についての権利

(ｆ) あらゆる地域活動に参加する権利

(ｃ) レクリエーション、スポーツ及びあら

(ｇ) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに

ゆる側面における文化的活動に参加する権

適当な技術を利用する権利並びに土地及び

利

農地の改革並びに入植計画において平等な

経済分野における平等な機会を雇用

待遇を享受する権利
第１４条

(ｈ)

１

電力及び水の供給、運輸並びに通信に関す

締約国は、農村の女子が直面する特別
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適当な生活条件(特に、住居、衛生、

る条件)を享受する権利

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。

第４部

(ｅ)

第１５条

責任をもつて決定する同一の権利並びにこ

１

れらの権利の行使を可能にする情報、教育

締約国は、女子に対し、法律の前の男

子の数及び出産の間隔を自由にかつ

子との平等を認める。

及び手段を享受する同一の権利

２

(ｆ)

締約国は、女子に対し、民事に関して

子の後見及び養子縁組又は国内法令

男子と同一の法的能力を与えるものとし、

にこれらに類する制度が存在する場合には

また、この能力を行使する同一の機会を与

その制度に係る同一の権利及び責任。あら

える。特に、締約国は、契約を締結し及び

ゆる場合において、子の利益は至上である。

財産を管理することにつき女子に対して男

(ｇ)

子と平等の権利を与えるものとし、裁判所

職業を選択する権利を含む。)

における手続のすべての段階において女子

(ｈ) 無償であるか有償であるかを問わず、

を男子と平等に取り扱う。

財産を所有し、取得し、運用し、管理し、

３

利用し及び処分することに関する配偶者双

締約国は、女子の法的能力を制限する

夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び

ような法的効果を有するすべての契約及び

方の同一の権利

他のすべての私的文書(種類のいかんを問

２

わない。)を無効とすることに同意する。

しないものとし、また、婚姻最低年齢を定

４

締約国は、個人の移動並びに居所及び

め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付

住所の選択の自由に関する法律において男

けるためのすべての必要な措置(立法を含

女に同一の権利を与える。

む。)がとられなければならない。

第１６条

第５部

１

第１７条

締約国は、婚姻及び家族関係に係るす

児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有

べての事項について女子に対する差別を撤

１

廃するためのすべての適当な措置をとるも

況を検討するために、女子に対する差別の

のとし、特に、男女の平等を基礎として次

撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)

のことを確保する。

を設置する。委員会は、この条約の効力発

(ａ) 婚姻をする同一の権利

生の時は十八人の、三十五番目の締約国に

(ｂ)

自由に配偶者を選択し及び自由かつ

よる批准又は加入の後は二十三人の徳望が

完全な合意のみにより婚姻をする同一の権

高く、かつ、この条約が対象とする分野に

利

おいて十分な能力を有する専門家で構成す

(ｃ)

婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の

この条約の実施に関する進捗ちよく状

る。委員は、締約国の国民の中から締約国

権利及び責任

により選出されるものとし、個人の資格で

(ｄ)

子に関する事項についての親(婚姻を

職務を遂行する。その選出に当たつては、

しているかいないかを問わない。)としての

委員の配分が地理的に衡平に行われること
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並びに異なる文明形態及び主要な法体系が

で選ばれる。

代表されることを考慮に入れる。

７

２

員としての職務を遂行することができなく

委員会の委員は、締約国により指名さ

締約国は、自国の専門家が委員会の委

れた者の名簿の中から秘密投票により選出

なつた場合には、その空席を補充するため、

される。各締約国は、自国民の中から一人

委員会の承認を条件として自国民の中から

を指名することができる。

他の専門家を任命する。

３

８

委員会の委員の最初の選挙は、この条

委員会の委員は、国際連合総会が委員

約の効力発生の日の後六箇月を経過した時

会の任務の重要性を考慮して決定する条件

に行う。国際連合事務総長は、委員会の委

に従い、同総会の承認を得て、国際連合の

員の選挙の日の遅くとも三箇月前までに、

財源から報酬を受ける。

締約国に対し、自国が指名する者の氏名を

９

国際連合事務総長は、委員会がこの条

二箇月以内に提出するよう書簡で要請する。 約に定める任務を効果的に遂行するために
同事務総長は、指名された者のアルファベ

必要な職員及び便益を提供する。

ット順による名簿(これらの者を指名した
締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、 第１８条
締約国に送付する。

１

４

委員会の委員の選挙は、国際連合事務

施のためにとつた立法上、司法上、行政上

総長により国際連合本部に招集される締約

その他の措置及びこれらの措置によりもた

国の会合において行う。この会合は、締約

らされた進歩に関する報告を、委員会によ

国の三分の二をもつて定足数とする。この

る検討のため、国際連合事務総長に提出す

会合においては、出席しかつ投票する締約

ることを約束する。

国の代表によつて投じられた票の最多数で、 (ａ)

締約国は、次の場合に、この条約の実

当該締約国についてこの条約が効力

かつ、過半数の票を得た指名された者をも

を生ずる時から一年以内

つて委員会に選出された委員とする。

(ｂ) その後は少なくとも四年ごと、更には

５

委員会が要請するとき。

委員会の委員は、四年の任期で選出さ

れる。ただし、最初の選挙において選出さ

２

報告には、この条約に基づく義務の履

れた委員のうち九人の委員の任期は、二年

行の程度に影響を及ぼす要因及び障害を記

で終了するものとし、これらの九人の委員

載することができる。

は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員
長によりくじ引で選ばれる。
６

第１９条

委員会の五人の追加的な委員の選挙は、 １

三十五番目の批准又は加入の後、2 から 4

２

までの規定に従つて行う。この時に選出さ

る。

委員会は、手続規則を採択する。
委員会は、役員を二年の任期で選出す

れた追加的な委員のうち二人の委員の任期
は、二年で終了するものとし、これらの二

第２０条

人の委員は、委員会の委員長によりくじ引

１
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委員会は、第十八条の規定により提出

される報告を検討するために原則として毎

際条約又は国際協定

年二週間を超えない期間会合する。
２

委員会の会合は、原則として、国際連

第２４条

合本部又は委員会が決定する他の適当な場

締約国は、自国においてこの条約の認める

所において開催する。

権利の完全な実現を達成するためのすべて
の必要な措置をとることを約束する。

第２１条
１

委員会は、その活動につき経済社会理

第２５条

事会を通じて毎年国際連合総会に報告する

１

この条約は、すべての国による署名の

ものとし、また、締約国から得た報告及び

ために開放しておく。

情報の検討に基づく提案及び一般的な性格

２

を有する勧告を行うことができる。これら

者として指定される。

の提案及び一般的な性格を有する勧告は、

３

締約国から意見がある場合にはその意見と

い。批准書は、国際連合事務総長に寄託す

ともに、委員会の報告に記載する。

る。

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、

４

情報用として、婦人の地位委員会に送付す

ために開放しておく。加入は、加入書を国

る。

際連合事務総長に寄託することによつて行

国際連合事務総長は、この条約の寄託
この条約は、批准されなければならな

この条約は、すべての国による加入の

う。
第２２条
専門機関は、その任務の範囲内にある事項

第２６条

に関するこの条約の規定の実施についての

１

検討に際し、代表を出す権利を有する。委

にあてた書面による通告により、いつでも

員会は、専門機関に対し、その任務の範囲

この条約の改正を要請することができる。

内にある事項に関するこの条約の実施につ

２

いて報告を提出するよう要請することがで

るべき措置があるときは、その措置を決定

きる。

する。

第６部

第２７条

第２３条

１

この条約のいかなる規定も、次のものに含

入書が国際連合事務総長に寄託された日の

まれる規定であつて男女の平等の達成に一

後三十日目の日に効力を生ずる。

層貢献するものに影響を及ぼすものではな

２

い。

入書が寄託された後に批准し又は加入する

(ａ) 締約国の法令

国については、その批准書又は加入書が寄

(ｂ)

託された日の後三十日目の日に効力を生ず

締約国について効力を有する他の国
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いずれの締約国も、国際連合事務総長

国際連合総会は、1 の要請に関してと

この条約は、二十番目の批准書又は加

この条約は、二十番目の批准書又は加

る。

フランス語、ロシア語及びスペイン語をひ
としく正文とし、国際連合事務総長に寄託

第２８条

する。

１

以上の証拠として、下名は、正当に委任を

国際連合事務総長は、批准又は加入の

際に行われた留保の書面を受領し、かつ、

受けてこの条約に署名した。

すべての国に送付する。
２

この条約の趣旨及び目的と両立しない

留保は、認められない。
３

留保は、国際連合事務総長にあてた通

告によりいつでも撤回することができるも
のとし、同事務総長は、その撤回をすべて
の国に通報する。このようにして通報され
た通告は、受領された日に効力を生ずる。
第２９条
１

この条約の解釈又は適用に関する締約

国間の紛争で交渉によつて解決されないも
のは、いずれかの紛争当事国の要請により、
仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇
月以内に仲裁の組織について紛争当事国が
合意に達しない場合には、いずれの紛争当
事国も、国際司法裁判所規程に従つて国際
司法裁判所に紛争を付託することができる。
２

各締約国は、この条約の署名若しくは

批准又はこの条約への加入の際に、1 の規
定に拘束されない旨を宣言することができ
る。他の締約国は、そのような留保を付し
た締約国との関係において 1 の規定に拘束
されない。
３

2 の規定に基づいて留保を付した締約

国は、国際連合事務総長にあてた通告によ
り、いつでもその留保を撤回することがで
きる。
第３０条
この条約は、アラビア語、中国語、英語、
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胎内市女性政策推進委員会要綱
平成 18 年 2 月 8 日
告示第 7 号
(設置)
第 1 条 女性政策の推進を図るため、胎内市女性政策推進委員会(以下「委員会」という。)
を置く。
(任務)
第 2 条 委員会は、
「胎内市女性行動計画」に盛り込む事項及び当該計画の推進について検
討し、市長に提言を行う。
(組織)
第 3 条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。
2 委員は、市民のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第 4 条 委員の任期は、1 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
(委員長及び副委員長)
第 5 条 委員会に委員長 1 人及び副委員長 1 人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。
(会議)
第 6 条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第 7 条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第 8 条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定
める。
附 則
この告示は、平成 18 年 2 月 8 日から施行する。
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胎内市女性政策推進委員会名簿
敬称略（五十音順）

安

氏

名

団体名

城

美根子

黒川商工会

五十嵐

順

子

胎内市社会福祉協議会

浮

須

優

子

七社会（株式会社クラレ）

大

倉

正

幸

中条青年会議所

緒

形

貞

子

ＪＡ黒川村

富

樫

かおる

ＪＡ中条町

長谷川

由紀子

胎内市建設業協会（株式会社小野組）

宮

腰

容

学校法人太平洋

山

田

まゆみ

渡

辺

素

子

イリノイアカデミー

七社会（ジャパンエナジー石油開発 株式会社）

子

中条町商工会
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