豊後大野市

平成２８年３月

はじめに
男女一人ひとりがお互いを理解し合い思いやりをもって
協力し合う“生き活き豊後大野市”をめざして
少子高齢化、人口減少、景気の低迷など私たちを取り巻く社会
情勢はこれまで以上に厳しい変化を見せています。
このような中、男女共同参画社会基本法の理念である「男女が、
お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」に向けて、国や
地方自治体において様々な施策が講じられてきました。
豊後大野市においても、平成１７年の５町２村合併と同時に「豊後大野市男女共同参画
推進条例」を制定し、平成１８年には「男女共同参画社会づくりに向けての市民意識調査」
を実施、併せて『豊後大野市男女共同参画基本計画』を策定し、市民と行政が一体となっ
て男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでまいりました。
まもなく計画期間である平成２７年度までの１０年間が経過しようとしており、これま
での取り組みの評価および今後の取り組みの参考のため、平成２７年４月に「男女共同参
画社会づくりに向けての市民意識調査」を実施しました。結果としましては男女間におけ
る固定的役割分担意識は依然として根強く残っており、また、ワーク・ライフ・バランス
の確立やＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策など、男女共同参画社会実現にはま
だ多くの課題があること、これまで以上に取り組みの強化が必要であることを再認識しま
した。
このような状況を踏まえ、また、国、県ともに新たな男女共同参画基本計画が策定され
ることに伴い、このたび「豊後大野市ＤＶ対策基本計画」を含めた「第２次豊後大野市男
女共同参画基本計画」を策定しました。
今後も「市民一人ひとりが、夢や生きがいをもち、自分らしい生活を送るためには、男
女が、互いに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”を築いていく必要がある」との考え
のもと、男女ともに公正な社会、男女一人ひとりがお互いを理解し合い、思いやりをもっ
て協力し合う社会の実現に向けて、
「第２次豊後大野市男女共同参画基本計画」を全力で実
行していく所存でありますので、市民みなさんのなお一層の御理解と御協力をいただきま
すよう御願い申し上げます。
最後に、第２次豊後大野市男女共同参画基本計画の策定に当たり、御尽力いただきまし
た男女共同参画審議会委員をはじめ関係各位に心から厚く御礼を申し上げます。

平成２８年３月

豊後大野市長

橋 本 祐 輔
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第１章 計画の策定にあたって☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
１ 計画策定の趣旨
豊後大野市は、平成１７年３月３１日の旧大野郡５町２村合併から１０年が経過しまし
た。新たなまちづくりを始めた豊後大野市として“男女共同参画社会(1)の実現”は、地域
社会全体に活力をもたらすとし、まちづくりの重要な課題と位置づけこれまで取り組みを
してきました。
しかしながら、本市が平成２７年度に実施した「豊後大野市の男女共同参画社会づくり
に向けての市民意識調査」
（以下「市民意識調査」という。
）では、依然として男女間にお
ける固定的役割分担意識(2)は根強く残っており、ワーク・ライフ・バランス(3)の確立やＤ
Ｖ（ドメスティック・バイオレンス）(4)対策など男女共同参画社会実現にはまだ多くの課
題があります。したがって、少子高齢化の急速な進展、人口減少、景気が低迷している現
代社会において、今後ますます男女一人ひとりがお互いを尊重し、共同して家庭や職場、
地域社会に参画することが必要です。
このような現状を踏まえ、新たに豊後大野市男女共同参画基本計画を策定するものです。

２ 計画の性格
〇 「男女共同参画社会基本法」及び「豊後大野市男女共同参画推進条例」第９条に基づ
き策定した本市の男女共同参画社会実現に向けた計画です。
〇 平成１９年に策定した豊後大野市男女共同参画基本計画「ぶんごおおの生き活きプラ
ン」の成果と課題を踏まえ、
「豊後大野市ＤＶ対策基本計画」を含めて策定するものです。
〇 この計画は、国の「第４次男女共同参画基本計画」
、県の「第４次おおいた男女共同参
画プラン」との整合性を図り策定するものです。
〇 この計画は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づ
く「市町村推進計画」として策定するものです。
〇 この計画は、市が施策の方向を示した上で、市民・各種団体・企業等の積極的参加と
協力を得ながら総合的に推進していこうとするものです。
〇 この計画は、社会経済情勢や女性を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、適切な見直
しを行っていきます。
(1)

男女共同参画社会
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく
政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、共に責任を担う社会。

(2)

固定的性別役割分担意識
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、
「男は仕事･女は家庭」等のように、性別を
理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

(3)

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
やりがいのある仕事と充実した私生活を両立させるという考え方。1990 年代のアメリカで生まれたもの。企業はこの実現のために、
フレックスタイム、育児・介護のための時短、在宅勤務、テレワークなどを導入している。

(4)

ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)
広義では、女性、子ども、高齢者、障がい者など家庭内弱者への継続的な虐待を指す。ここでは、婚姻の有無を問わず、親密な関係
にある異性に対しての心理的、身体的、性的暴力を指す。
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３ 計画の期間
この計画の期間は、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間とし、５年目で見直
しを行います。

４ 計画策定の背景
[１ ． 世 界 の 動 き ]
年

動き

性による差別の撤廃に世界的規模で取組むため１９７５年(昭和５０年)を｢国際婦人年｣と定
1975年（昭和50年） め、国際婦人年世界会議（第1回世界女性会議）において向こう１０年間を｢国連婦人の１０
年｣とし、『平等・発展・平和』を目標に、女性の地位向上のための行動を展開。
女子に対する差別を撤廃し、政治・経済・社会・文化などあらゆる分野での男女平等を達成
1979年（昭和54年） するために必要な措置を定めた「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)が国連において採択されました。
1980年（昭和55年）

「国連婦人の１０年」中間年世界会議（コペンハーゲン）「国連婦人の１０年後半期行動プ
ログラム」が採択されました。

1985年（昭和60年）

「国連婦人の１０年」ナイロビ世界会議（西暦２０００年に向けての）「婦人の地位向上の
ためのナイロビ将来戦略」が採択されました。

1987年（昭和62年）

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」が採択されました。

1993年（平成5年）

国連総会において、「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」（ウｲーン宣言）が採択されま
した。

1995年（平成7年）

北京で開催された第４回世界女性会議では、国際的指針となる行動綱領及び世界中の女性の
地位向上を目指す「北京宣言」が採択されました。

北京行動綱領の採択から５年経過した時点での進捗状況を点検するため、女性２０００年会
議が国連特別総会としてニューヨークにおいて開催され、政治宣言並びに成果文書を採択
2000年（平成12年）
し、行動綱領の完全かつ速やかな実施を確保するためにいっそうの行動をとることが約束さ
れました。
ニューヨークで開催された第４９回国連婦人の地位委員会（「北京＋１０」）では、１９９
５年の第４回世界女性会議から１０年目にあたることを記念し、「北京宣言及び行動網領」
2005年（平成17年）
及び「女性２０００年会議成果文書」について実施状況の評価・見直しを行うとともに、完
全実施に向けた一層の取組みを国際社会に求める宣言が採択されました。
2006年（平成18年）

「東アジアにおけるジェンダーの平等を目指して」をテーマに第１回東アジア男女共同参画
担当大臣会合が開催され、「東京閣僚共同コミュニケ」が採択されました。

ニューヨークで開催された第５４回国連婦人の地位委員会（「北京＋１５」）では、１９９
2010年（平成22年） ５年の第４回世界女性会議から１５年目にあたり、「世界女性会議１５周年における宣言」
及び「女性の経済的地位向上決議」等、７つの決議が採択されました。
女性と女児の権利を促進するため、国連女性開発基金（UNIFEM）、女性の地位向上部
（DAW）、ジェンダー問題に関する事務総長特別顧問室（OSAGI）、国際婦人調査訓練研修所
2011年（平成23年）
（UN-INSTRAW）という国連の４つの機関を統合したジェンダー平等と女性のエンパワーメン
トのための国連機関である「UN Women」が発足しました。
2012年（平成24年）

第５６回国連婦人の地位委員会で、日本が提出した決議案「自然災害とジェンダー」が採択
されました。
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[２ ． 国 の 動 き ]
年

動き

1975年（昭和50年） 「婦人問題企画推進本部」が設置されました。
1977年（昭和52年） 「国内行動計画」を策定しました。
1985年（昭和60年）

「女子差別撤廃条約」を批准し、法整備及び推進体制強化のための推進本部を設置。「国籍
法」改正、「男女雇用機会均等法」公布、「女子差別撤廃条約」が批准されました。

1987年（昭和62年） 「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」を策定しました。
1991年（平成3年）

「西暦２０００年に向けての新国内行動計画（第1次改定）」へと改定し、「共同参加」を
「共同参画」と改めました。「育児休業法」が公布されました。

1994年（平成6年）

総理府に男女共同参画室、男女共同参画審議会、男女共同参画推進本部を設置し、国内本部
機構の充実を図りました。

男女共同参画審議会から答申された「男女共同参画ビジョン」を受け、「男女共同参画２０
1996年（平成8年） ００年プラン」が策定されました。これに基づいて男女共同参画社会の形成に向けて関連施
策が推進されてきました。
男女が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を図る
ため、「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（改正男女雇
1999年（平成11年） 用機会均等法）」が施行されました。そして男女共同参画の実現を２１世紀の我が国社会を
決定する最重要課題と位置づけた「男女共同参画社会基本法」を公布・施行しました。「児
童買春・児童ポルノ禁止法」を公布・施行しました。
「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画社会の形成を総合的かつ効率的に図っ
2000年（平成12年） ていくため「男女共同参画基本計画」を策定しました。「ストーカー行為等の規制等に関す
る法律」を施行しました。
中央省庁等の改革に伴い、新たに設置された内閣府に重要政策に関する会議の一つとして
「男女共同参画会議」を、併せて内部部局として「男女共同参画局」を設置し、我が国にお
2001年（平成13年） ける推進体制がより一層強化されました。また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」（ＤＶ防止法）が施行されるなど、人権の擁護と男女平等の実現を図る
様々な法整備が行われました。「育児・介護休業法」が改正されました。
男女がともに個性と能力を十分に発揮できる活力ある社会の構築に向け、女性の多様な能力
2003年（平成15年） をいかせるよう、様々な分野へのチャレンジ（挑戦）を支援する「女性のチャレンジ支援」
が男女共同参画会議で決定され、「次世代育成支援対策推進法」も公布・施行されました。
配偶者暴力防止法の一部改正（保護命令制度の拡充、被害者の自立支援の明確化等）を行
2004年（平成16年） い、同法に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的
な方針」を策定しました。
平成１２年に策定した「男女共同参画基本計画」を改定し、「男女共同参画基本計画（第２
2005年（平成17年） 次）」を策定しました。一方で、教育基本法の一部改正が行われ、第５条に男女共学の規定
がありましたが、削除されました。「育児・介護休業法」が改正されました。
性別による差別禁止の範囲の拡大、妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止等を定めた「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及び労働基準法の一部を
2006年（平成18年）
改正する法律」（男女雇用機会均等法及び労働基準法の改正法）が公布されました。（平成
１９年４月施行）
2007年（平成19年）

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のた
めの行動指針」が「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において策定されました。

女性の社会的参画が国際的にみても低水準であるため、「女性の参画加速プログラム」が男
2008年（平成20年） 女共同参画推進本部において決定されました。さらに、配偶者暴力防止法に基づく基本方針
が改定されました。
男女共同参画基本法制定から１０年間が経過したものの、意識改革や制度改革が十分に進ま
2010年（平成22年） なかった反省点を踏まえ、男女共同参画社会の実現を政府一体となって取り組むべき最重要
課題と位置づけ、「第３次男女共同参画基本計画」が策定されました。
2012年（平成24年） 「女性の活躍促進による経済活性化行動計画」が策定されました。
2013年（平成25年）

「日本再興戦略」や「女性活躍加速のための重点方針２０１５」の中核に「女性の活躍推
進」が盛り込まれました。また「ＤＶ防止法」、「ストーカー規制法」が改正されました。

男女がともに多様な生き方、働き方を実現でき、ゆとりがある豊かで活力あふれる、生産性
2016年（平成28年） が高く持続可能な社会の実現を図ることを目指して「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」が制定され、さらに「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。
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[３ ． 大 分 県 の 動 き ]
年

動き

女性行政の担当窓口として「青少年婦人室」設置、副知事を長とする庁内組織として「大分
1978年（昭和53年） 県婦人行政企画推進会議」、知事の諮問機関として「大分県婦人問題懇話会」を発足し、女
性行政の推進体制を整備しました。
1980年（昭和55年）

「青少年婦人室」を「青少年婦人課」へ改組、「婦人の明日をひらく県内行動計画」が策定
されました。

1991年（平成3年） ２１世紀に向けた大分県の女性の基本指針、「おおいた女性プラン２１」を策定しました。
2001年（平成13年）

男女共同参画基本法に基づき「おおいた男女共同参画プラン」が策定されました。大分県男
女共同参画推進本部が設置されました。

2002年（平成14年）

男女の平等を基礎とした男女共同参画社会を実現することを目的とした「大分県男女共同参
画推進条例」が公布・施行されました。大分県男女共同参画審議会が設置されました。

2003年（平成15年）

男女共同参画に関する拠点施設として「大分県消費生活・男女共同参画プラザ」が開設され
ました。

2005年（平成17年）

配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を総合的かつ計画的に推進するた
め「大分県ＤＶ対策基本計画」が策定されました。

おおいた男女共同参画プラン策定から５年経過し、県民意識の変化、社会情勢の変化の中
2006年（平成18年） で、新たな時代に対応した施策を展開するため「おおいた男女共同参画プラン（改訂版）」
が策定されました。
「大分県ＤＶ対策基本計画」策定後の取り組み状況と配偶者暴力防止法の一部改正を踏ま
2009年（平成21年） え、「大分県ＤＶ対策基本計画（改訂版）」が策定されました。アイネスを配偶者暴力相談
支援センターに指定しました。
男女共同参画に関する相談・啓発と総合企画業務を一元化し、機能強化を図るため、「県民
2010年（平成22年） 生活・男女共同参画課」が「大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）」に移転統
合され、推進体制の整備が図られました。
2011年（平成23年） 「第３次おおいた男女共同参画プラン」が策定されました。
2012年（平成24年） 「第３次大分県ＤＶ対策基本計画」が策定されました。
女性が働きやすい職場づくり、制度導入、管理職への登用などを目標とした「女性活躍推進
2015年（平成27年） 宣言」に取り組んでもらうよう働きかけるため、経済団体と連携して「女性が輝くおおいた
推進会議」が設置されました。

[４ ． 豊 後 大 野 市 の 動 き ]
年

動き

３月３１日町村合併により、豊後大野市が誕生。人権推進同和対策課に男女共同参画係を配
2005年（平成17年） 置し、「豊後大野市男女共同参画推進条例」を公布・施行（合併前は、三重町と緒方町のみ
男女共同参画推進条例を制定）、「男女共同参画推進協議会」を設置しました。
2006年（平成18年）

男女共同参画に関する審議機関である「男女共同参画審議会」が設置され、また、庁内会議
も組織されました。

2007年（平成19年）

平成１８年度から平成２７年度までを計画期間とする豊後大野市男女共同参画基本計画「ぶ
んごおおの生き活きプラン」を策定しました。

2009年（平成21年）

審議会等への女性の登用を目的に、１年間の取材により、「豊後大野市女性人材リスト」を
作成しました。

人権推進同和対策課から独立、「男女共同参画室」を設置し、豊後大野市男女共同参画都市
2010年（平成22年） 宣言、内閣府と共催で男女共同参画都市記念式典を開催しました。豊後大野市男女共同参画
基本計画「ぶんごおおの生き活きプラン」改訂のための市民意識調査を実施しました。
2011年（平成23年）

豊後大野市男女共同参画基本計画「ぶんごおおの生き活きプラン（改訂版）」を策定しまし
た。

2012年（平成24年） まちづくり推進課に統合、「まちづくり推進課男女共同参画室」として設置されました。
人権推進同和対策課に統合し、「人権推進同和対策課男女共同参画係」として設置されまし
2015年（平成27年） た。第２次豊後大野市男女共同参画基本計画（ぶんごおおの生き活きプラン）策定のための
資料として、市民意識調査を実施しました。
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第２章 前計画の評価☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
１ 指標及び目標値の達成状況
３つの基本目標「Ⅰ 男女平等をめざした人づくり」、「Ⅱ 男女共同参画実現のため
の環境づくり」、「Ⅲ 男女が共に参画するまちづくり」に１３の重点目標を設定し、重
点目標に関連する３１項目を掲げ、さらにその関連項目に担当課ごとに目標値を設定し
取り組みを進めてきました。達成状況については、３１項目中７項目について達成して
います。
しかし、「男女共同参画」という言葉の周知度や「男は仕事、女は家庭」という考え
方に同調しない人の割合や学校教育現場・社会全体・家庭生活・職場における「男女の
地位が平等」と感じる人の割合などが達成されておらず、今後も引き続き啓発活動に取
り組むことはもとより施策のさらなる充実が必要です。
前計画（第１次豊後大野市男女共同参画基本計画）の体係
男女共同参画社会の実現

☆
基
本
理
念

・男女が人としての尊厳を重んぜられること
・性別により差別的取扱いを受けないこと
・男女が社会の対等な構成員として、能力を発揮する機会が確保されること
・人権侵害であるあらゆる暴力が根絶されること

☆
基
本
目
標

Ⅰ 男女平等を

Ⅱ 男女共同参画実現
のための環境づくり

めざした人づくり

Ⅲ 男女が共に
参画するまちづくり

するまちづくり
１ 社会における制度又は
慣行の見直し
２ 男女共同参画に関する

☆
重
点
目
標

意識の浸透
３ 男女平等を推進する教
育・学習の充実
４ 性の尊重のための取り
組みの推進

５ 家庭生活と他の活動の両
立

１０ 政策・方針決定への
女性の参画拡大

６ 働く場における男女共同
参画の実現
７ 生活の中で起こるあらゆ
る暴力の根絶
８ 健康で安心して暮らせる
環境づくり
９人権を守る環境づくり
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１１ 男女が共に支える
地域づくりの推進
１２ 人材育成
１３ 国際交流の推進

推
進
体
制
の
整
備

２ 第１次豊後大野市男女共同参画基本計画数値一覧
Ⅰ 男女平等をめざした人づくり
ＮＯ

項目

数値目標設定 1次計画最終年
目標値
時の数値
度の数値
（平成27年度）
（平成22年度） （平成27年度）

1 自主活動クラブ数

担当課

195団体

181

210団体 社会教育課

47

54

50 社会教育課

54.8％

52.9％

100％ 男女共同参画係

57％

59.6％

65％ 男女共同参画係

5 学校教育現場においての「男女の地位が平等」と感じる人の割合

51.1％

48.1％

75％ 男女共同参画係

6 社会全体において「男女の地位が平等」と感じる人の割合

19.8％

17.4％

30％ 男女共同参画係

7 家庭生活において「男女の地位が平等」と感じる人の割合

27.8％

32.7％

40％ 男女共同参画係

8 職場において「男女の地位が平等」と感じる人の割合

27.5％

24.0％

40％ 男女共同参画係

2 公民館講座・教室数
3 「男女共同参画」という言葉の周知度
4 「男は仕事、女は家庭」という考え方に同調しない人の割合

Ⅱ 男女共同参画実現のための環境づくり
ＮＯ

項目

数値目標設定 1次計画最終年
目標値
時の数値
度の数値
（平成27年度）
（平成22年度） （平成27年度）

9 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の周知度
10 乳ガン検診受診率
男性の育児参加やその他子育て支援に関する情報の提供
11
（ぶんごおおのキラキラこどもブログ）
12 「子育て支援に関する取組」に対する満足度
13 子ども連絡所協力家庭数
14 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業数（累計）
15 チャレンジショップの店舗数
16 起業する事業者数
17 差別をなくす市民のつどい及び人権を守る市民のつどい参加者数
18 人権研修を行う団体や企業の数
19 隣保館及び地区集会所事業への参加者数
20 ＤⅤ被害者のうち相談した人の割合
21 認定農業者のうち家族経営協定の締結割合

28.1％

31.2％

50％

担当課
男女共同参画係
商工観光課

21.2％

(Ｈ26)25.7％

50％ 市民生活課

アクセス数
7,313件

17,797件

年間20,000件 社会福祉課

30.0％

34.4％

30％以上 社会福祉課

622

604

0

0

5 商工観光課

（Ｈ23）2

7

5 商工観光課

0

23

5 商工観光課

1,058人

2,163人

1,300人 人権推進同和対策課

12

8

24 人権推進同和対策課

333人

（Ｈ26）330人

400人 人権推進同和対策課

11％

47.4％

6.7％
28/421

8.0%
33/414

650 総務課

30％

男女共同参画係
社会福祉課

20％ 農業振興課

Ⅲ 男女がともに参画するまちづくり
ＮＯ

項目

数値目標設定 1次計画最終年
目標値
時の数値
度の数値
（平成27年度）
（平成22年度） （平成27年度）

担当課

26.1％
（Ｈ23）

36.5％
（H27.4.1)

50％ 男女共同参画係

1

1

0 男女共同参画係

35.8％

32.2％

50％ 男女共同参画係

4％

-

34（Ｈ23）

34

34％

43.7％

28 市内ＮＰＯ法人数

17団体

19団体

20団体 まちづくり推進課

29 ＮＰＯ団体数

48団体

49団体

50団体 まちづくり推進課

1,709人

1278人

60件

60件

22 各種審議会等委員の女性登用率
23 各種審議会等委員において女性のいない委員会数
24 地域活動や社会活動において「男女の地位が平等」と感じる人の割合
25 地域福祉活動に携わっている市民の割合
26 防犯パトロール隊結成数
27 「文化財保護、歴史伝統文化の保全」に対する満足度

30 市民ボランティアの数
31 市民からのまちづくりに関する提案件数
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10％ 社会福祉課
35 総務課
34％以上 社会教育課

2,000人 社会福祉課
70件 まちづくり推進課

第３章 第２次計画の基本的な考え方☆☆☆☆☆☆
１ 基本理念
本計画は、第２次豊後大野市総合計画（２０１６年度～２０２５年度）の政策目標の
一つである「豊かな心と学ぶ意欲を育むまち」の「人権尊重社会の実現」をめざすとと
もに、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として、豊後大
野市男女共同参画推進条例（平成１７年７月１９日 条例第２８０号）第３条の基本理
念にのっとり、豊後大野市に住み、働き、学ぶ人々や多くの市民･各種団体・企業等と市
がともに連携しながら取り組んでいきます。
豊後大野市男女共同参画推進条例（平成１７年７月１９日

条例第２８０号）

（基本理念）
第３条 市における男女共同参画は、次に掲げる理念（以下「基本理念」という。
）にのっ
とり、推進されなければならない。
（１）男女共同参画の推進に当たっては、男女が人としての尊厳を重んぜられること、直
接又は間接にかかわらず性別により差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を
発揮する機会が確保されること、人権侵害である男女間の身体的、精神的、経済的、
性的暴力等あらゆる暴力が根絶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。
（２）男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会
における制度又は慣行が、男女の自由な活動の選択を妨げることのないように配慮さ
れなければならない。
（３）男女共同参画の推進に当たっては、男女が、社会の対等な構成員として、市、事
業者その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に参画する機会が確保されな
ければならない。
（４）男女共同参画の推進に当たっては、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、家族の一員としてその役
割を円滑に果たすとともに、職業生活その他の社会における活動を行うことができる
ようにしなければならない。
（５）男女共同参画の推進に当たっては、男女が互いの性を尊重するとともに、性と生殖
に関し、自らの意思が尊重されること及び生涯にわたる心身の健康に配慮されなけれ
ばならない。
（６）男女共同参画の推進に当たっては、世界の国々で取り組むべき課題であることを認
識し、広く世界に向けた視野の下に、積極的に行われなければならない。
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２ 計画の体系
基本目標

重点目標

施策
①市行政刊行物などの表現の見直し

１．男女共同参画意識の浸透

②男女共同参画に関する情報の収集・整備・提供
③男女共同参画週間等における啓発事業の実施
①男女共同参画社会実現に向けた啓発講座の開催

Ⅰ
男女平等をめざした人づくり

②男女平等保育の充実
２．男女平等教育・啓発の推進

③男女平等教育の推進
④教職員等に対する研修の充実
⑤生涯学習活動における男女共同参画の啓発
⑥高等学校等への男女共同参画に関する情報の提供

①家庭生活における男女共同参画の推進
１．仕事と生活の調和の推進

②働く場における男女共同参画意識の啓発、情報提供

③自営業における男女共同参画の推進
④育児・介護支援体制の充実
①生涯を通じた心身の健康支援

Ⅱ
男女共同参画社会実現のため
の環境づくり

２．健康で安心して暮らせる環境づくり ②妊娠・出産・育児期における支援と相談の充実

③性と生殖に関する健康と権利の啓発
①ひとり親家庭の自立支援
３．様々な困難をかかえる市民への支援

②高齢者や障がい者等の生活支援
③性的少数者等に対する理解の推進
①あらゆる暴力をなくす広報、啓発活動の推進

４．暴力を許さない環境づくり

②人権尊重に向けた啓発の強化
③相談窓口に関する情報の提供

Ⅲ
配偶者等に対する暴力の根絶 １．暴力の根絶と被害者支援
（豊後大野市DV対策基本計画）

①ＤＶやセクハラ等の防止に向けた意識啓発
②ＤＶ被害者に対する相談体制の充実
③ＤＶ被害者に対する自立支援の体制づくり
①審議会等への女性の登用の促進

１．政策・方針決定への女性の参画拡大

②各種委員会における女性の参画の促進
③男女共同参画を担う人材育成の充実

①男女の地域活動への参画推進
Ⅳ
２．地域における男女共同参画の推進
男女がともに参画するまちづくり
②防犯、防災、環境の分野における男女共同参画の促進
①国際理解のための学習機会の提供
３．国際理解の推進

②外国人にも住みやすいまちづくりの推進
③国際交流活動への参加促進
庁内の推進体制の充実

推進体制

関係機関等との連携・協働
計画の進行管理
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３ 第２次豊後大野市男女共同参画基本計画数値目標一覧
Ⅰ 男女平等をめざした人づくり
ＮＯ

項目

1 「男女共同参画」という言葉の周知度

第１次計画最終年度の数値
（平成27年度）

第２次計画目標値
（平成37年度）

担当課

52.9％
（市民意識調査より）

100％

人権推進同和対策課

2

「男は仕事、女は家庭」という考え方に
同調しない人の割合

59.6％
（市民意識調査より）

65％

人権推進同和対策課

3

学校教育現場において「男女の地位が
平等」と感じる人の割合

48.1％
（市民意識調査より）

75％

人権推進同和対策課

4

人権教育・啓発講演会、講座等の参加
者数

1,600人
（総合計画より）

1,800人

人権推進同和対策課

5 人権学習学級講座の受講者数

1,885人
（総合教育計画より）

1800人 社会教育課

Ⅱ 男女共同参画社会実現のための環境づくり
ＮＯ
6

項目
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の
周知度

7 乳ガン・子宮ガン検診受診率

第１次計画最終年度の数値
（平成27年度）

第２次計画目標値
（平成37年度）

31.2％
（市民意識調査より）

担当課
50％

人権推進同和対策課

乳ガン：25.7％ 子宮ガン：38.1％
（ 26年度）

50％ 市民生活課

8

子育て支援に関する情報の提供（ぶん
ごおおのキラキラこどもブログアクセス）

年間17,797件
（アクセス数）

年間20,000件 社会福祉課

9

「子育て支援に関する取組」に対する満
足度

65.7％
（子育てアンケートより）

80％以上 社会福祉課

10

家庭生活において「男女の地位が平等」
と感じる人の割合

32.7％
（市民意識調査より）

40％

人権推進同和対策課

11

職場において「男女の地位が平等」と感
じる人の割合

24.0％
（市民意識調査より）

40％

人権推進同和対策課

33件
（農業振興計画より）

73件 農業振興課

12 家族経営協定数

Ⅲ 配偶者等に対する暴力の根絶（豊後大野市ＤＶ対策基本計画）
ＮＯ

項目

13 ＤⅤ被害者のうち相談した人の割合

第１次計画最終年度の数値
（平成27年度）

第２次計画目標値
（平成37年度）

47.4％
（市民意識調査より）

担当課
60％

人権推進同和対策課

Ⅳ 男女がともに参画するまちづくり
ＮＯ

項目

14 各種審議会等委員の女性登用率

第１次計画最終年度の数値
（平成27年度）

第２次計画目標値
（平成37年度）

36.5％
（女性に関する施策の推進状況調査より)

15

各種審議会等委員において女性のいな
い委員会数

（女性に関する施策の推進状況調査より)

16

地域活動や社会活動において「男女の
地位が平等」と感じる人の割合

32.2％
（市民意識調査より）

17 防犯パトロール隊結成数
18

社会全体において「男女の地位が平等」
と感じる人の割合

1

34
（総合計画より）
17.4％
（市民意識調査より）

9

担当課
50％

人権推進同和対策課

0

人権推進同和対策課

50％

人権推進同和対策課

36 総務課
30％

人権推進同和対策課

第４章 施策の展開☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
基本目標Ⅰ 男女平等をめざした人づくり
【現状と課題】
男女共同参画に関する認識は以前より広まりつつありますが、固定的な性別役割分担
意識とそれに基づく慣習や制度、男女間におけるあらゆる暴力などの人権侵害等が根強
く存在している状況が、市民意識調査でもあらわれています。
たとえば、回答者全体（３９１人）で「男は仕事、女は家庭」という考え方に「反対」
と「どちらかと言えば反対」が合わせて５９．６％と、６割近くの市民が同調しないと
回答しているものの、性別でみると女性は「反対」と「どちらかと言えば反対」が合わ
せて６４．４％、男性は５３．３％と男女差が大きくなっています。また、年代別の方
が差は大きく、同調しない人の割合が２０歳代では６９．０％という結果に対し、７０
歳以上では４９．５％という結果になっています。
男女の地位の平等意識では、
「子どもの教育の場」以外では「男女の地位が平等」と感
じる人の割合が低く、社会のあらゆる分野で固定的性別役割分担意識が残っていると言
えます。
「男女共同参画」という言葉の周知度では、５２．９％の方が「知っていた」と回答
していますが、職場や地域等において「男女一人ひとりの個性と能力を発揮する」とい
う意味での男女平等を「男女が同じ仕事をし、家庭生活においても強制的に家事や育児
を分担すること」というような誤った解釈をしている市民も見られました。
このような誤解をなくし、男女共同参画に対する正確な理解の浸透が必要であり、だ
れもが自立したひとりの人間として、平等で自分らしく生き生きと生活するためには、
家庭・職場・地域・教育の場などあらゆる場において、男女共同参画社会をめざした教
育や意識啓発が重要です。
★平成２７年度市民意識調査結果（固定的性別役割分担に対する意識）
問 「男は仕事、女は家庭」のように性別によって役割を固定する考え方がありますが、
あなたはその考え方をどう思いますか。
≪まとめ≫回答者全体（３９１人）で「反対」と「どちらかと言えば反対」が合わせて５９．６％、女
性においては６４．４％、男性では５３．３％となっています。

性別役割分担に対する意識

40％
31.7

36
27.9

28.4

23.3

21.6

59.6

20％

26.3 25.7

64.4

11
4.6

27.6

53.3

14.5

8.9
1.5

3.4

1.7

5.9

0％
全体（391人）

賛成

どちらかと言えば賛成

女性（236人）

どちらかと言えば反対
10

男性（152人）

反対

わからない

無回答

★平成２７年度市民意識調査結果（固定的性別役割分担に対する意識：年代別）
性別役割分担に対する意識（年代別）
0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

0
13.8
41.4

20～29歳

27.6
17.2
0
5.2
12.1
34.5

30～39歳

32.8
15.5
0
2.0
18.0

32.0
32.0

40～49歳
14.0
2.0
1.6

28.6
30.2

50～59歳

28.6
9.5
1.6
6.7
23.6
36.0

60～69歳

27.0
6.7
0
7.1
32.3
25.3
24.2

70歳以上
9.1
2.0

年代不明

0
0
0
0

33.3
66.7

賛成

どちらかと言えば賛成

どちらかと言えば反対
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反対

わからない

無回答

重点目標 1

男女共同参画意識の浸透

男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画の意義についての理解促進やあらゆる
分野において、ジェンダー(5)に関する偏見を根底として残っている固定的性別役割分担
意識の解消をめざします。また男女、世代、地域などで認識に差があることから、それ
ぞれの対象に応じた意識啓発に努めます。
施策
①市行政刊行物などの表
現の見直し

施策の方向

関係課等

広報、刊行物や放送内容の用語やイラストな 全庁
どの表現について男女平等の視点に立って作成
する。

②男女共同参画に関する
情報の収集・整備・提供

男女共同参画に関する様々な情報を収集し、

人権推進同和対策課

市報や男女共同参画だより等により情報を提供
する。
男女共同参画関連の図書資料を提供する。

社会教育課
人権推進同和対策課

③男女共同参画週間(6)等
における啓発事業の実施

男女共同参画市民のつどいをはじめとする啓

人権推進同和対策課

発事業を実施する。

(5)

ジェンダー
身体的性別(ｓex)と区別して用いる。社会的に形成された性差のこと。いわゆる、
「男らしさ、女らしさ」や「男の仕事、女の仕事」
などの形で、意識されるものから、無意識の内に“社会規範”として規定されるものまで、後天的に身につけていく性差の総称｡
「ジェンダー」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的に使われています。

(6)

男女共同参画週間
男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるための週間で、同法が公布・施行された６月２３日から１
週間（２９日まで）とする。毎年、全国各地で様々な週間行事等が行われている｡
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重点目標２

男女平等教育・啓発の推進

男女共同参画社会を実現するためには、人権尊重・男女平等の意識を育てる基礎とな
る教育・学習の役割がとても重要です。幼少期からの教育は、人間の価値観や人格の形
成に大きな影響を与えます。男女平等をはじめとする人権意識を育てるために、学校、
家庭や地域、職場等あらゆる場における教育・啓発を進めます。
施策
①男女共同参画社会実現

施策の方向
地域や市民グループ、企業に対して男女平等

関係課等
人権推進同和対策課

に向けた啓発講座の開 学習の企画や講師派遣等を行う。
催
公民館の連続講座において、保護者等を対象 社会教育課
に男女共同参画の理解を図る。
地域人権教育啓発推進協議会において男女共
同参画の推進を図る。
②男女平等保育の充実

人権推進同和対策課

支所

豊後大野市合同幼児教育研修会において男女 学校教育課
平等教育の研修を行う。

③男女平等教育の推進

総合教育計画に基づいた男女平等教育の推進 学校教育課
を図る。

④教職員等に対する研修
の充実
⑤生涯学習活動における
男女共同参画の啓発
⑥高等学校等への男女共

保育士、教職員等を対象に男女共同参画に関 学校教育課
する研修を実施する。

学習会や講座、講習会等の開催時に男女共同 社会教育課
参画啓発の機会を図る。
高等学校等への男女共同参画に関する情報を

同参画に関する情報の提 積極的に提供するとともに、各種講演会等への
供

社会福祉課

参加を呼び掛ける。
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人権推進同和対策課

基本目標Ⅱ 男女共同参画社会実現のための環境づくり
【現状と課題】
少子・高齢化や社会経済情勢の変化に対応し、活力ある豊かな社会を築くためには、
男女一人ひとりが社会の対等な構成員としてあらゆる分野に参画し、その能力と個性を
十分に発揮できることが求められています。
市民意識調査では、家庭における役割分担において、理想はすべての分野で「夫婦共
同」の割合が高いにもかかわらず、
「地域行事」と「最終決定」を除くすべての分野で「主
に妻」が分担している現状があります。また、
「仕事と生活の調和がとれているか」につ
いて、
「とれない理由」は、
「仕事が忙しい」が一番高く、
「精神的にゆとりがない」と続
いています。特に調和がとれていない男性の４０％が「仕事が忙しい」と回答していま
す。
また、
「男性が女性とともに家庭生活（家事、育児、介護）や地域活動へ参加をしてい
くために必要なこと」は「夫婦、家族間でコミュニケーションをはかる」と回答した人
の割合が最も高く、
「男性自身の抵抗感をなくす」
、
「職場の中での理解・支援」の順とな
っています。
仕事も大切にしながら家庭や地域活動、自分の時間も大切にできるなど、多様な生き
方の選択が可能になる環境を整えていくことが必要になります。
一方、ＤＶ(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(7)、スト
ーカー(8)行為など、主に女性を対象とした暴力や事件が増加しています。
心身ともに健やかで安心して暮らすことができ、男性も女性も平等に自分の能力を発
揮することは、市民すべての願いであると確信しています。
このような社会を実現させるためには、市民の意識が変わることが重要なのはもちろ
んですが、それらを可能にする仕組みづくり、環境づくりが欠かせません。社会的支援
体制の整備・充実に努め、働く場での男女平等とワーク・ライフ・バランス（仕事と生
活の調和）を推進し、男女一人ひとりが共に持てる能力を最大限に発揮できる環境づく
りが必要です。

(7)

セクシュアル・ハラスメント
相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、公衆の場でのわいせつな写真の掲示など、様々な
態様のものが含まれる。特に、雇用の場においては、相手の意に反した性的な性質の行動を行い、それに対する対応によって仕事を遂
行するうえでの一定の不利益を与えたり、又は、それを繰り返すことによって、就業環境を著しく悪化させることをいう。男女雇用機
会均等法では、職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のために事業主の雇用管理上の配慮を義務付けている。

(8)

ストーカー
《忍び寄る者の意》 自分が一方的に関心を抱いた相手にしつこくつきまとう人物のこと。特定の人に対して、待ち伏せ・尾行・手
紙や、昼夜をかまわないでファックス・メール・電話などの行為を執拗(しつよう)に繰り返すことを行う者をいう。
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★平成２７年度市民意識調査結果（男性が家庭生活や地域活動へ参加をしていくために必要なこと）
問 今後、男性が女性とともに家庭生活（家事、育児、介護）や地域活動へ参加をしてい
くために必要なことは何だと思いますか。
≪まとめ≫「夫婦、家族間でコミュニケーションをはかる」と回答した人の割合が最も高くなっていま
す。次に、女性、男性共に「男性自身の抵抗感をなくす」となっています。
男性が家庭や地域活動へ参加していくために必要なこと

0％

5％

10％

15％

20％

25％

14.8
14.7
15.0

男性自身の抵抗感をなくす

3.5
2.8

女性自身の抵抗感をなくす

4.7
25.3
25.4
25.3

夫婦、家族間でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをはかる

13.8
15.0

職場の中での理解・支援
11.9
11.3
10.6
12.4

勤務時間の短縮や休暇制度の普及

13.2
社会の中での評価を高める

13.5
12.7

研修等により、男性の技術を高める

4.8
5.4
3.9

仲間（ネットワーク）づくり

5.5
5.5
5.4
5.0
4.4
5.9

男性が相談しやすい窓口を設ける

その他

0.8
1.1
0.3

特に必要なことはない

0.9
0.7
1.3

無回答

1.3
0.8
1.3

全体

女性
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男性

30％

重点目標 1

仕事と生活の調和の推進

女性の就業率が年々増加していく中で、男女が共に家庭生活を担うために仕事と生活
の調和の推進の必要性について、市民、事業所等への啓発を推進します。また起業する
ことや自営業の分野においても男女一人ひとりが均等な機会の下で活躍できるよう啓発
や体制の充実を図ります。
施策
①家庭生活における男女
共同参画の推進

施策の方向
男女が共に支える家庭生活のための啓発を行

関係課等
人権推進同和対策課

う。
父親の子育て参加を促進する講座等を開催す 社会福祉課
る。

市民生活課

講演会・親子交流事業等男性が参加しやすい 社会教育課
学習の機会を提供する。
男性が参加しやすい家事、介護等の講習会等 高齢者福祉課
を実施する。
②働く場における男女共

事業所等に対し、関係機関と連携して多様な 商工観光課

同参画意識の啓発、情報 働き方に関する情報の提供を行う。
提供

関係団体と連携して事業所訪問等により法令

人権推進同和対策課

の周知、情報提供を行う。
男女共同参画を推進する事業所をホームペー

人権推進同和対策課

ジ等において紹介する。
競争入札参加登録業者に対し、法令の周知や 財政課
情報の提供を行う。
職業生活に必要な様々な分野に関する相談・

人権推進同和対策課

情報提供ができる体制を検討する。
③自営業における男女共
同参画の推進

関係団体に男女共同参画意識啓発、情報提供 農業振興課
を行う。

農業委員会
農林整備課
商工観光課

④育児・介護支援体制の
充実

豊後大野市キラキラこどもプランに基づいた 社会福祉課
育児支援の充実を図る。
地域包括支援センターを中心に介護支援相談 高齢者福祉課
対応の充実を図る。
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重点目標２

健康で安心して暮らせる環境づくり

健康で安心して暮らしていくことは、すべての人の願いであり、一人ひとりが家庭や
地域において生きがいを持ち、自立した生活を行うためには何より必要なものです。
男女一人ひとりがお互いの身体的性差を理解し、心身の健康についての情報提供、相
談や健診を推進します。
施策
①生涯を通じた心身の健
康支援

施策の方向

関係課等

年代に応じた健康づくりができるよう相談会 市民生活課
や研修会を実施する。
女性特有の病気の予防、早期発見に取り組む。 市民生活課
心の健康づくりに関する相談窓口の充実を図 市民生活課
る。

②妊娠・出産・育児期に
おける支援と相談の充実
③性と生殖に関する健康
(9)

と権利 の啓発

妊娠・出産に関する情報提供や健康診査、保 市民生活課
健指導、乳幼児健診などの充実を図る。
性教育カリキュラムによる指導の充実を図 学校教育課
る。

(9)

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）
全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手
段を得ることができるという基本的権利。
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重点目標３

様々な困難をかかえる市民への支援

母子家庭等ひとり親家庭の支援をはじめ、高齢者や障がい者等に対する支援を充実す
るとともに、性的少数者等の支援を図ります。
施策
①ひとり親家庭の自立支
援

施策の方向

関係課等

母子父子自立支援員を配置し、相談、情報提 社会福祉課
供を行う。
子育て世帯に対して公営住宅入居の優遇措置 建設課
を行う。

②高齢者や障がい者等の
生活支援

シルバー人材センター援助育成により、社会 商工観光課
参加の促進を図る。
地域包括支援センターを中心に生活支援相談 高齢者福祉課
対応の充実を図る。
地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携 社会福祉課
し、自立支援サービスの拡充に努める。

③性的少数者(10)等に対す
る理解の推進

性的少数者や複合的に困難な状況におかれて

人権推進同和対策課

いる人々の相談体制を整備するとともに理解の
推進を図る。

(10)

性的少数者
性的少数派、性的マイノリティ、ジェンダー・マイノリティとも言う。一般的に同性愛者、両性愛者、トランスジェンダー（性同一
性障害の当事者含む）などが含まれる。
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重点目標４

暴力を許さない環境づくり

配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、家庭内の問題、個人的問題とされ、他人が介入しに
くく、被害者本人も誰にも言えないといった傾向にあります。
また、家庭内での子どもや高齢者などに対する暴力(虐待)による死亡事件や、子ども
に対する性犯罪など、凶悪な事件に発展するものもあり、大きな社会問題となっていま
す。職場や地域、教育の場等においても、異性からの性的な内容の発言・行動は、相手
の心を深く傷つけます。
あらゆる場で暴力根絶の意識啓発を推進するとともに相談機能の充実や適切な対応に
ついての周知・徹底を図ります。
施策
①あらゆる暴力をなくす
広報、啓発活動の推進
②人権尊重に向けた啓発
の強化

施策の方向
家庭や地域、職場等におけるあらゆる暴力の

関係課等
人権推進同和対策課

防止について広報啓発を行う。
事業主や働く人に対して、セクシュアル・ハ

人権推進同和対策課

ラスメント、パワー・ハラスメント、マタニテ
ィー・ハラスメント等防止のための啓発を行う。
「人権教育・啓発基本計画」に基づいた啓発

人権推進同和対策課

活動を強化する。
③相談窓口に関する情報
の提供

相談窓口に関する情報の提供および被害者に
配慮した相談対応を行う。

人権推進同和対策課

社会福祉課
高齢者福祉課
学校教育課
商工観光課
市民生活課
支所
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基本目標Ⅲ 配偶者等に対する暴力の根絶（豊後大野市ＤＶ対策基本計画）
１ 計画策定の趣旨
配偶者やパートナーからの暴力は、犯罪となり得る行為で、重大な人権侵害です。被
害者は多くの場合女性であり、配偶者やパートナーが暴力をふるうことは、個人の尊厳
をなくし、男女平等を実現する大きな妨げになっています。
こうした状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るために、国では平成１３
年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「ＤＶ防止法」と
いう。
）
」を制定しました。さらに、平成２０年１月にＤＶ防止法が一部改正され、市町
村においても、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する
基本的な計画を策定することが努力義務になりました。
本市においても、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援を推進するため、
「豊後
大野市ＤＶ対策基本計画」を策定し、この計画に基づき総合的かつ計画的に施策の充実
を図ります。

２ 計画の性格
この計画は、ＤⅤ防止法第２条の３第３項の規定に基づく基本計画です。
また、
「ＤⅤ防止法第２条の２第１項」に基づき国が定める「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」に即し、かつ「ＤⅤ防止法第２
条の３第１項」に基づく「第３次大分県ＤⅤ対策基本計画」の内容を勘案したものであ
り、
「第２次豊後大野市男女共同参画基本計画」と一体的に策定しました。

３ 計画の期間
この計画の期間は、
「第２次豊後大野市男女共同参画基本計画」と同様に、平成２８年
度から平成３７年度までの１０年間とし、計画は５年ごとに見直します。
また、社会経済情勢の変化や国・県の制度の変更などを考慮し、必要に応じて内容の
見直しを行います。

【現状と課題】
重大な人権侵害であるＤＶ、セクシュアル・ハラスメントやストーカー等の相談が年々
増加している傾向にあります。ＤＶは暴力を手段にして、配偶者などを支配しようとす
る行為であり、その背景にはそれを容認する性差別意識が存在します。
市民意識調査では、これまでにＤＶを受けたと回答した女性は、約３６％ありました。
また、女性が受けた暴力の形態をみると「威嚇・おどし」が最も多く、
「身体への攻撃」
が続いています。
ＤＶを「受けたことがある」と答えた人に、誰かに打ち明けたり相談したか聞いたと
ころ、女性では、約７０％、男性では、約５５％の人が相談しています。相談しなかっ
た理由としては、
「言えなかった」
「はずかしかった」や「耐えるしかない」
「田舎だから
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当たり前」という理由もありました。ＤＶの被害者は、だれにも相談せずに被害を我慢
し、犯罪行為が潜在化してしまうことがあります。被害者が安心して相談できる体制を
整備し、関係課、関係機関との連携や相談窓口の周知を強化することが必要です。
デートＤＶ(11)も増加傾向にあることから、加害者にも被害者にもならないよう対等な立
場で相手も自分自身も尊重できる関係の作り方について学ぶことが必要です。
したがって、若年層からの意識啓発など、これまで以上にＤＶ防止のための啓発や被
害者の相談、保護や自立支援が必要です。
★平成２７年度市民意識調査結果（ＤＶを受けたことがありますか）
問 ＤＶを受けたことがありますか。
≪まとめ≫男性に対するＤＶもありますが、女性に対するＤＶの割合の方が高くなっています。

DVを受けたことがあると答えた方

150人
116人

85人

100人

31人

50人
0人
全体（391人）

女性（236人）

男性（152人）

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（平成１３年４月１３日法律第３１号）
最終改正：平成２６年４月２３日法律第２８号
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等
（基本方針）
第二条の二

内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。
）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基
本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。
）を定めなければな
らない。
（都道府県基本計画等）
第二条の三

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

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。
）
を定めなければならない。
３

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

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計
画（以下この条において「市町村基本計画」という。
）を定めるよう努めなければならない。

(11)

デートＤＶ
恋人間で生じる身体的または精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。
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≪ＤＶ被害者に対する支援の流れ≫

ＤＶ被害者

ＤＶを発見
・相談したい

加害者を引き離してほ

学校、保育所等、医

・加害者から逃れたい

しい

療機関市民等

・自立したい

通報

相 談

情報提供

緊急

保護命令を
申し立てたい

配 偶 者 暴 力 相 談

市 町 村
連携

支 援 セ ン タ ー

[他の関係機関]

連携

消費生活・

民間支援団体、

婦

人

男女共同参

人権擁護機関、

相 談 所

画プラザ

民生・児童委員

(アイネス)

警 察

書面提
出請求
地 方
裁判所
回答

社会福祉施設
弁護士・保健所等

保護命令
◎相談・情報提供

発令

◎カウンセリング
◎一時保護
加害者

◎自立支援
◎同行支援

一 時 保 護 施 設

自立に向けた支援

一時保護委託施設

連携

民 間 シェルター

・県

・民間支援団体

・市町村

・社会福祉施設 等

・学校、保育所等
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重点目標 1

暴力の根絶と被害者支援

ＤＶ等は重大な人権侵害であることから、若者たちをはじめ、市民一人ひとりが人権
を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意識の啓発を図ります。また被
害者について相談体制の充実や保護、自立支援など関係部局や関係機関と連携する体制
整備の強化を図ります。
施策

施策の方向

①ＤＶやセクハラ等の防
止に向けた意識啓発

ＤＶやセクハラ、ストーカー行為等の暴力防

関係課等
人権推進同和対策課

止に関する啓発・研修を行う。
ＤＶ等について発達段階に応じた学習を行 学校教育課
う。

②ＤＶ被害者に対する相
談体制の充実

多様化、複雑化する相談内容に対応できるよ 社会福祉課
う研修に参加する。
相談窓口体制の整備を図る。

③ＤＶ被害者に対する自
立支援の体制づくり

人権推進同和対策課

関係機関との連携を強化し、解決に向けた支 社会福祉課
援に努める。

支所

ＤＶ相談窓口
☆豊後大野市役所社会福祉課
電話０９７４―２２―１００１（月～金（祝日除く）8 時 30 分～17 時）
☆女性の人権ホットライン（大分地方法務局）
ゼロナナゼロのハートライン

電話０５７０－０７０－８１０（月～金 8 時 30 分～17 時 15 分）
☆配偶者暴力相談支援センター
（婦人相談所）
電話０９７―５４４―３９００（月～金

9 時～21 時）

（土日祝 13 時～17 時、18 時～21 時）
（アイネス）
電話０９７―５３４―８８７４（月～金（祝日除く）9 時～16 時 30 分）
☆豊後大野警察署
電話０９７４―２２―２１３１＊身の危険を感じたら迷わず１１０番
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基本目標Ⅳ 男女がともに参画するまちづくり
【現状と課題】
少子高齢化による人口減少が進む中、活力ある地域社会を形成するためには、行政だ
けではなく、市民一人ひとりが参加して地域力を高め、持続可能な社会を築く必要があ
ります。
そのためには、地域における男女共同参画が不可欠となります。多様な人材の活用、
多様な視点の導入、新たな発想の取り入れ等、女性の参画をあらゆる分野において進め
ることが必要です。
市民意識調査では、
「地域活動や社会活動」において「平等である」と回答した割合は、
全体では３２．２％ですが、性別で見ると男性が３９．５％、女性が２８．０％と男女
間の差が大きくなっています。また「議員や自治会など女性の参画が少ない理由」とし
ては、
「男性優位の社会」が一番高くなっており、
「女性のチャレンジ精神」
、
「女性の登
用に対する理解等不足」が続いています。
「自治会などで女性が参画できにくい理由」と
しては、
「決定事項は男性が取り仕切り女性は口をはさめない」状況であるとの回答が高
くなっています。
まちづくりには、性別や年齢、職業などにとらわれることなく、一人ひとりが持つ個
性と能力を十分に出し合い、支えあう豊かな地域づくりを進めていくことが必要です。
そのためには、自治会など地域における様々な活動に多様な人々が参画できるよう仕
事と生活の調和を進め、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図り、女性が経験を
重ねることで社会における責任を担う力、エンパワーメント(12)を高める必要があります。

(12)

エンパワーメント

自分らしい生き方を選びとる力、経済的に自立できる力、政策・方針決定の場に参画する力、国際社会で活躍する力など、本来持って
いる能力を引き出し、社会的な権限を与えること。
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★平成２７年度市民意識調査結果（地域活動・社会活動のなかの男女平等）
問 地域活動・社会活動のなかで男女平等となっていますか。
≪まとめ≫全体の意見で「平等である」と感じている分野は、
「子どもの教育の場」が４８．１％で最
も多く、次いで「法律や制度の上」の３５．３％、
「地域活動や社会活動」の３２．２％となってい
ます。
「職場」や「政治の場」
、
「地域社会」および「社会全体」の分野で「男性が優遇」あるいは「ど
ちらかと言えば男性が優遇」と回答した人の割合が高くなっています。

男女の地位の平等意識（全体の意見）

社会全体

50.6

14.3

地域社会の通念・慣習・しきたり

28.9

法律や制度の上

8.2

35.3

子どもの教育の場

職場

48.1

21.5

家庭生活

0%

10%

どちらかといえば男性が優遇

14.8

30%

平等である

50%

60%

どちらかといえば女性が優遇
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5.4

70%

6.6

7.7

13.3

5.4 7.2

32.7

40%

7.7

11.0

24.0

34.8

20%

6.4

6.9 6.1

6.9

39.1

14.3

6.9

15.3

32.2

8.2

5.4

11.5

37.1

33.5

9.5

14.3

27.9

34.3

地域活動や社会活動

男性が優遇

41.4

14.3

政治の場

17.4

6.1

80%

女性が優遇

4.1 5.9

90%

100%

わからない

無回答

重点目標 1

政策・方針決定への女性の参画拡大

あらゆる分野の審議会等をはじめとする委員等意思決定過程に女性の参画を進めるよ
う取り組みます。また男女共同参画を担う人材育成を図ります。
施策
①審議会等への女性の登
用の促進
②各種委員会における女
性の参画の促進
③男女共同参画を担う人
材育成の充実

施策の方向

関係課等

審議会等における女性委員の登用率５０％を 全庁
めざし、積極的に登用の促進を図る。
各種委員会において男女のバランスについて 全庁
配慮する。
女性の人材に関する情報の収集、提供を行う
とともに人材育成のための研修等行う。
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人権推進同和対策課

重点目標２

地域における男女共同参画の推進

地域は、家庭とともに最も身近な暮らしの場であり、そこでの男女共同参画の推進は、
男女共同参画社会の実現にとって重要です。
地域活動を男女ともに担うことができるよう、市民と行政が連携、協力しながら啓発
活動を推進します。また、講演会や講習会等に参加しやすい環境をつくります。あらゆ
る分野のまちづくりにおいて男女共同参画の視点に立った取り組みが必要ですが、防災
活動や環境保全活動において女性の一層の参画を促進します。
施策
①男女の地域活動への参
画推進

施策の方向
自治会やまちづくり協議会において男女共同
参画の情報を提供する。

関係課等
総務課
まちづくり推進課

支所

男女が互いに支えあう地域社会の実現をめざ

人権推進同和対策課

して取り組む団体を支援する。
講演会や講習会等における託児を実施し、男 全庁
女がともに参画できる機会を提供する。
②防犯、防災、環境の分

防犯、防災分野に女性の参画を促進し、地域 総務課

野における男女共同参画 防災体制づくりを推進する。
の促進
防災、消防体制の充実を図り、女性消防団に

消防本部・消防署

よる火災予防啓発や救命講習等による地域への
啓発を行う。
地域における環境保全に向けた様々な取り組 環境衛生課
みに男女の参画を図る。
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重点目標３

国際理解の推進

市民一人ひとりが国際的な視野で男女共同参画社会を認識することで、多様な文化や
価値観に触れ、違いを認め合う意識が醸成されます。したがって今後も国際理解を深め
国際交流活動を推進するとともに、外国籍市民等に対して生活上必要な情報や男女共同
参画関連情報の提供に努めます。
施策
①国際理解のための学習
機会の提供

施策の方向
講座等の開催により国際理解や交流を深め
る。

関係課等
人権推進同和対策課

社会教育課
まちづくり推進課

②外国人にも住みやすい
まちづくりの推進

在住外国人に対する情報の提供および相談体 市民生活課
制の充実を図る。

税務課
社会福祉課
支所

③国際交流活動への参加
促進

友好都市の訪問団受け入れ、訪問を通し、相
互の市民交流を進める。
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まちづくり推進課

≪市民のみなさん・事業所のみなさんも取り組みましょう！≫
基本目標Ⅰ 男女平等をめざした人づくりについて
★ 人権尊重、男女平等に関する研修・講座や講演会等に積極的に参加しましょう。
★ 事業所、団体や地域で学習会を開催しましょう。
★ 家庭や職場、地域などの日常生活で、男女の役割を固定的にとらえた社会通念
や慣行・しきたりがないか改めて見てみましょう。
★ 子どもに人権尊重、男女平等の大切さを教えましょう。

基本目標Ⅱ 男女共同参画社会実現のための環境づくり
★ 事業者は、労働時間の短縮、育児・介護休業等の取得促進やポジティブ・アク
ション(13)の導入など男女共同参画を推進しましょう。
★ 男性は、家事や育児・介護などに積極的に参画しましょう。
★ 自分の体を大切に、健康づくりに取り組みましょう。
★ 家庭内で起こる暴力は犯罪だと認識し、周囲に暴力の被害を受けた人がいたら、
相談窓口を紹介しましょう。

基本目標Ⅲ 配偶者等に対する暴力の根絶（豊後大野市ＤＶ対策基本計画）
★ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）やセクハラ（セクシュアル・ハラスメ
ント）などは、人権侵害であるという認識を広げましょう。また被害をうけたら
悩まずに相談しましょう。
★ 暴力を許さない社会をめざして、家庭、地域、学校、職場など、それぞれの場
で話し合いや研修をしましょう。

基本目標Ⅳ 男女がともに参画するまちづくり
★ 男女一人ひとりが地域の一員として、地域活動に積極的に参画していきましょ
う。
★ 事業者は、職場と家庭・地域活動などが両立できる環境の整備に努めましょう。
★ 国際性豊かな人材を育成し、外国人への理解を深め、共に暮らしやすいまちを
つくりましょう。

(13)

ポジティブ・アクション
積極的改善措置。男女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。
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第５章 推進体制☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
豊後大野市男女共同参画基本計画に基づいた各種施策を総合的かつ効果的に進めるた
め、行政だけでなく市民や事業所・関係団体等が、それぞれの分野で役割を果たしてい
くことが必要です。そのためには、市における推進体制を充実し、事業の実施状況を点
検していく体制を構築していく必要があります。また、国・県・市民及び関係機関との
連携を一層強化し、計画を円滑に推進するよう努めます。

１ 庁内の推進体制の充実
各課職員で構成する人権・同和問題等に関する庁内組織（幹事会、関係課会議、兼務
者会議）を活用し、全庁的に男女共同参画施策を推進します。
また、職員の意識啓発のための研修や様々な相談に対応するための研修を行います。

２ 関係機関等との連携・協働
国、県及び関係機関における男女共同参画に関する会議などへの参加及び情報交換や
事業協力等の連携を図り、効果的に計画を推進します。
ＮＰＯ(14)等の民間団体、企業等がそれぞれの立場で男女共同参画の推進に主体的に取
り組むよう働きかけるとともに、連携・協働を促進します。

３ 計画の進行管理
計画の進行状況については、施策の実施状況、数値目標の達成状況を把握し、公表す
るとともに翌年度の事業計画等に反映できるよう取り組みます。

(14)

ＮＰＯ
行政･企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織(Non-Ｐrofit Organization)。営利を目的とせず、社会貢献を目的として活動
する民間の団体のことをいう。
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第６章 女性活躍推進法に基づく市町村推進計画
１ 計画策定の目的
この計画は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（平成２７年９月４日
施行。以下「女性活躍推進法」という。
）第１条の目的を達成するため、同法第６条第２
項に基づく「市町村推進計画」として策定するものです。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（平成２７年９月４日施行。
）
第一条（目的）
この法律は、近年、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がその個性と能力
を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。
）が
一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理
念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方
公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、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等について定めることにより、女性の職業生活にお
ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、
国民の需要の多様化その他の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を
目的とする。
第六条（都道府県推進計画等）
２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）
を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について
の計画（次項において「市町村推進計画」という。
）を定めるよう努めるものとする。

（企業に関する内容）
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、３０１人以上の大企業は、
（１）自社の
女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
（２）その課題を解決するのにふさわしい数値
目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、
（３）自社の女性の活
躍に関する情報の公表を行わなければなりません（３００人以下の中小企業は努力義務）
。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な
企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受
けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
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２ 豊後大野市の「市町村推進計画」策定について
豊後大野市では、平成２７年９月２５日に閣議決定されました国の「女性の職業生活
における活躍の推進に関する基本方針」の「基本的な考え方」を勘案し、
「第２次豊後大
野市男女共同参画基本計画」と一体のものとして策定するものとし、国の基本方針の事
業体系と、
「第２次豊後大野市男女共同参画基本計画」での反映状況を次表のとおり表し
ます。
女性の職業生活における活躍の推進の基本的な考え方（平成２７年９月２５日閣議決定）
≪法の対象≫
正規雇用、非正規雇用といった雇用形態、自営業等の就業形態に関わらず、既に働いている女性は当然の
こと、これから働こうとしている女性も含め、自らの希望により、働き又は働こうとするすべての女性
≪女性の職業生活における活躍の推進によって目指すべき社会≫
～就業希望など働く場面における女性の思いを実現する～
トップ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ことなど
により、就業を希望しているものの育児・介護等を理由に働いていない約３００万人に上る女性の希望の
実現が図られる。また、責任ある地位での活躍を希望する女性の割合が高まり、女性の登用が促進される。
このように、働きたいという希望を持ちつつも働いていない女性や職場でステップアップしたいと希望す
る女性等、自らの意思によって働き又は働こうとする女性が、その思いを叶えることができる社会、ひい
ては、男女がともに、多様な生き方、働き方を実現でき、ゆとりがある豊かで活力あふれる、生産性が高
く持続可能な社会の実現を図る。

人権推進同和対策課で貸出中。ご利用ください。
遊びながら学べる「ジェンダーかるた」
男女共同参画に関する「紙芝居」

☆パパかっこイイ！！
☆看護師さんは神楽舞！
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女性活躍推進法の市町村推進計画として位置づける「第2次豊後大野市男女共同参画基本計画」の該当部分
基本方針（推進法第5条）

市町村推進計画（第2次豊後大野市男女共同参画基本計画反映項目）

第3部女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

市町村推進計画

1 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
（1）積極的に取り組む企業に対するインセンティブの付与

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
︶

・女性の活躍推進に積極的に取り組む企業の認定

（1）積極的に取り組む企業に対するインセンティブの付与
基本目標Ⅱ 重点目標１

・公共調達を通じた女性の活躍推進
・企業における女性の活躍状況の「見える化」の促進等
・中小企業における女性の活躍推進に向けた取組の促進
（2）希望に応じた多様な働き方の実現に向けた支援措置

（2）希望に応じた多様な働き方の実現に向けた支援措置

・非正規雇用における雇用環境等の整備

基本目標Ⅰ 重点目標２

・女性の登用促進のための支援

基本目標Ⅱ 重点目標１

・再就職支援

基本目標Ⅳ 重点目標１

・起業・創業支援
・女性の参画が少ない分野での就業支援
・キャリア教育等の推進
（3）情報の収集・整理・提供及び啓発活動

（3）情報の収集・整理・提供及び啓発活動

・女性の職業生活における情報の収集・整理・提供・啓発活動

基本目標Ⅰ 重点目標１

2 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
（1）男性の意識と職場風土の改革

（1）男性の意識と職場風土の改革

・男性の意識と職場風土の改革

基本目標Ⅱ 重点目標１

（2）職業生活と家庭生活の両立のための環境整備

（2）職業生活と家庭生活の両立のための環境整備

・職業生活と家庭生活の両立に向けた子育て支援環境の整備

基本目標Ⅱ 重点目標１

・長時間労働の是正・休暇の取得促進
・職業生活と家庭生活の両立に向けた企業の取組促進
・柔軟な働き方の推進
・職場の風土改革に効果的な人事評価制度の検討
（3）ハラスメントのない職場の実現

（3）ハラスメントのない職場の実現

・ハラスメントのない職場の実現

基本目標Ⅱ 重点目標４

3 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関するその他の重要事項

（1）国における推進体制
（ア）事業主行動計画策定の推進
（イ）フォローアップ
（2）地方公共団体における推進体制

（2）地方公共団体における推進体制

（ア）都道府県推進計画・市町村推進計画の策定

（ア）市町村推進計画の策定

・庁内横断的な推進体制の整備

推進体制

・地域の実情及び住民ニーズの把握

基本目標Ⅰ 重点目標１

・実施時期等の明記
・推進計画の実施状況の点検・評価・公表
（イ）相談体制の構築

（イ）相談体制の構築

・ワンストップ機能を持った相談体制の構築

基本目標Ⅱ 重点目標１

（ウ）協議会の普及
・多様な主体による連携体制の構築
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わたしたちは、水と緑に恵まれたふるさと豊後大野を誇りとし、市民一人

ひとりが互いに人として尊重し合い、家庭、地域、学校、職場において、い
きいきと輝くまちをつくるために、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。
一 わたしたちは、一人ひとりの人権が尊重され、男女がともに個性や能力を
発揮できるまちをつくります。
一 わたしたちは、社会のあらゆる活動や意思決定に、男女が平等に参画でき
るまちをつくります。
一 わたしたちは、子育てや介護、仕事や地域活動など男女がともに支え合い、
いきいきとくらせるまちをつくります。
一 わたしたちは、男女がともに感謝と思いやりのある、こころ豊かなまちを
つくります。
平成２２年５月１８日
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豊後大野市

参考資料

１ 豊後大野市男女共同参画推進条例 ····························· 37
２ 豊後大野市男女共同参画審議会規則 ··························· 41
３ 豊後大野市男女共同参画推進協議会設置要綱 ··················· 42
４ 男女共同参画社会基本法（抄） ······························· 43

35

36

豊後大野市男女共同参画推進条例
平成１７年７月１９日
条例 第 ２８０号
（目的）
第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者
の責務を明らかにし、並びに男女共同参画に関する基本施策を定めることにより、男女
共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(１) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら
ゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を受け、共に責任を担うことをいう。
(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) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはそ
の者の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利
益を与えることをいう。
(４) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動するものをいう。
(５) 事業者 個人又は法人にかかわらず、市内において事業を行うすべてのものをいう。
（基本理念）
第３条 市における男女共同参画は、次に掲げる理念（以下「基本理念」という。
）にのっ
とり、推進されなければならない。
（１）男女共同参画の推進に当たっては、男女が人としての尊厳を重んぜられること、直
接又は間接にかかわらず性別により差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を
発揮する機会が確保されること、人権侵害である男女間の身体的、精神的、経済的、
性的暴力等あらゆる暴力が根絶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。
（２）男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会
における制度又は慣行が、男女の自由な活動の選択を妨げることのないように配慮
されなければならない。
（３）男女共同参画の推進に当たっては、男女が、社会の対等な構成員として、市、事
業者その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に参画する機会が確保され
なければならない。
（４）男女共同参画の推進に当たっては、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、家族の一員としてその
役割を円滑に果たすとともに、職業生活その他の社会における活動を行うことがで
きるようにしなければならない。
（５）男女共同参画の推進に当たっては、男女が互いの性を尊重するとともに、性と生
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殖に関し、自らの意思が尊重されること及び生涯にわたる心身の健康に配慮されな
ければならない。
（６）男女共同参画の推進に当たっては、世界の国々で取り組むべき課題であることを
認識し、広く世界に向けた視野の下に、積極的に行われなければならない。
（市の責務）
第４条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（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。
２ 市は、男女共同参画推進施策の策定及び実施に当たっては、財政上の措置及び実施体
制の整備に努めなければならない。
（市民の責務）
第５条 市民は、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度及び慣行を
改善し、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男女共同参画を
推進するよう努めなければならない。
２ 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。
（事業者の責務）
第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女共同参画を推進し、
就労者の職業活動と家庭生活における活動の両立を支援するため、就労環境を整備する
よう努めなければならない。
２ 事業者は、就労者に対し、就労に関して男女共同参画の推進に必要な情報を提供し、
及び市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。
（性別による権利侵害の禁止）
第７条 何人も、あらゆる場において、性別により差別的取扱いをしてはならない。
２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身体的、精神的、経済的、性的暴力
等あらゆる暴力行為を行ってはならない。
（公衆に情報を表示する場合の配慮）
第８条 何人も、公衆に表示する情報においては、性別による固定的な役割分担、セクシ
ュアル・ハラスメント及び男女間の暴力的行為を助長する表現その他男女共同参画の推
進を妨げる表現を用いないよう努めなければならない。
（基本計画）
第９条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参
画推進のための基本的な計画（以下「基本計画」という。
）を策定しなければならない。
２ 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推進施策の大綱
(２)前号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため
に必要な事項
３ 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意見を反映し、第１８条に規定する豊
後大野市男女共同参画審議会への諮問等、適切な措置を講じなければならない。
４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
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（市民及び事業者の理解を深めるための措置）
第１０条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の理解を深めるために、
あらゆる機会を通じて情報を提供し、及び啓発活動を行うよう努めるものとする。
（推進体制の整備等）
第１１条 市は、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるとともに、男
女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。
２ 市は、市民等が男女共同参画の推進のために行う活動を支援するよう努めるものとす
る。
（家庭生活における活動と他の活動の両立支援）
第１２条 市は、男女がともに家庭生活と職業生活その他の社会における活動と両立する
ことができるよう、その支援に努めるものとする。
（政策等の立案及び決定への共同参画）
第１３条 市は、法令等により設置された委員並びに委員会、審議会及びこれらに準ずる
ものの構成員の選任に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男
女の均衡を図るよう努めるものとする。
２ 市は、事業者等における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保さ
れるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
（調査研究）
第１４条 市は、男女共同参画推進施策を策定し、かつ、実施するために必要な調査研究
を行うよう努めるものとする。
（事業者からの報告等）
第１５条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画に関する事
項について報告を求めるとともに、助言することができる。
（苦情及び相談等の申出）
第１６条 市長は、市民又は事業者からの、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら
れる市の施策に関する苦情の申出及び性別による差別的取扱い等に関する相談の申出等
に対し、適切かつ迅速に対応するよう努めるものとする。
２ 市長は、前項の規定による申出に対応するため必要があると認めるときは、豊後大野
市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。
３ 市長は、第１項の規定による申出に対応する場合において、必要があると認めるとき
は、調査を行うことができる。この場合において、関係者は、当該調査に協力するよう
努めなければならない。
４ 市長は、前項の調査により、必要があると認めるときは、関係者に対し指導及び助言
を行うことができる。
（年次報告等）
第１７条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び実施状況について公表するものと
する。
（豊後大野市男女共同参画審議会）
第１８条 次に掲げる事務を行うため、豊後大野市男女共同参画審議会（以下「審議会」
という。
）を置く。
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(１)第９条第３項の規定により諮問された事項について審議すること。
(２)第１６条第２項の規定により意見を求められた事項について市長に意見を述べるこ
と。
(３)男女共同参画の推進に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて答申し、及び
市長に建議すること。
２ 審議会は、市長が委嘱する委員１５人以内で組織する。
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
４ 委員は、再任されることができる。
５ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様
とする。
６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
（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。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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豊後大野市男女共同参画審議会規則
平成１７年７月１９日
規則 第 ２１４号
(趣旨)
第 1 条 この規則は、豊後大野市男女共同参画推進条例(平成 17 年豊後大野市条例第 280
号。以下「条例」という。)第 18 条第 6 項の規定により、豊後大野市男女共同参画審
議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び会議)
第 2 条 審議会の委員は、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者又は市民のう
ちから市長が委嘱する。
2 審議会に会長及び副会長 2 人を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職
務を代理する。
5 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
6 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(意見の聴取等)
第 3 条 審議会は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは
説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第 4 条 審議会の庶務は、人権推進同和対策課において処理する。
(その他)
第 5 条 この規則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。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 22 年 3 月 31 日規則第 14 号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 3 月 30 日規則第 17 号)
この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 27 年 3 月 25 日規則第 11 号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
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豊後大野市男女共同参画推進協議会設置要綱
平成１７年１０月１７日
告示 第２０２号
(設置)
第 1 条 豊後大野市における男女共同参画社会づくりに関する施策を効果的に推進するため、
豊後大野市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第 2 条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会づくりに関する市の施策の推進に関すること。
(2) 豊後大野市男女共同参画基本計画の推進に関すること。
(3) その他男女共同参画に関する施策の推進に必要と認められること。
(組織)
第 3 条 協議会は、会長及び市長が委嘱する委員 15 人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第 4 条 会長は、市長をもって充てる。
2 協議会に副会長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代
理する。
(会議)
第 5 条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、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。
(庶務)
第 6 条 協議会の庶務は、人権推進同和対策課において処理する。
(委任)
第 7 条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮
って定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成 22 年 3 月 31 日告示第 78 号)
この告示は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 3 月 30 日告示第 51 号)
この告示は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 27 年 3 月 25 日告示第 52 号)
この告示は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
42

男女共同参画社会基本法（抄）
平成１１年６月２３日 法律第７８号

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、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること
をいう。
（男女の人権の尊重）
第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女
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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一員として
の役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること
を旨として、行われなければならない。
（国際的協調）
第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有してい
ることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければなら
ない。
（国の責務）
第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念
（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第９条 地方公共団体は，基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、
国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。
（国民の責務）
第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本
理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
（法制上の措置等）
第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法
制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
（年次報告等）
第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じよう
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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。
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（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。
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（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１０分の５未満であってはな
らない。
３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員
の総数の１０分の４未満であってはならない。
４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。
（議員の任期）
第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、
前任者の残任期間とする。
２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）
第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることができる。
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定
する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
（政令への委任）
第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関
し必要な事項は、政令で定める。
附 則 （抄）
（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から施行する。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。

附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）抄
（施行期日）
第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成 13 年１月６日から施行する。
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