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はじめに
近年、少子高齢化の進展、雇用形態の多様化等私たちを取り巻く社会経済情勢は急速
に変化しております。中でも、少子化の進行は、社会経済を支える生産年齢人口の減少
につながり、社会の活性を維持していく上での影響が懸念されます。こうした変化に対
応し、活力ある社会をつくるためには、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のできる男女共
同参画社会の実現が不可欠です。
本市では 2005（平成 17）年 3 月に「菊池市男女共同参画推進条例」を制定し、2007（平
成 19）年３月に「菊池市男女共同参画計画」を策定いたしました。その後、2010（平成
22）年の見直しを経て、2015（平成 27）年に、３次の「菊池市男女共同参画計画」（2015
（平成 27）～2021 年度）を策定し、積極的に取り組みを進めております。その結果、2018
（平成 30）年度中間の市民意識調査では、2014（平成 26）年度調査と比べると「男は仕
事、女は家庭」という性別によって役割を分担するという考え方に反対であるという人
はさらに増えてきています。しかし実際には依然として、家庭生活の中で家事･育児･介
護などについて主に女性が担っているということもわかりました。
また、国の第 4 次男女共同参画基本計画では、女性活躍推進法の施行にも見られるよ
うに、女性の活躍を重点項目としてとらえ、男性中心型労働慣行の変革等、職場、地域、
家庭等のあらゆる場面における施策の充実が図られています。
今回このような国の動向や社会情勢の変化、市民意識調査の結果などを踏まえ、「菊
池市男女共同参画計画」（2015（平成 27）～2021 年度）の中間見直しを行ないました。
男女共同参画社会を実現するためには、市民・企業・関係団体など多くの皆様のご協
力と連携が必要であり、より一層のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
最後になりましたが、本計画の見直しにあたり熱心にご審議いただいた菊池市男女共
同参画審議会委員の皆様をはじめ、市民意識調査等を通してご協力いただいた市民の皆
様並びに関係者の方々に、心より厚くお礼申し上げます。
2019（平成 31）年 3 月

菊池市長

江頭 実
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第

章 計画の概要

１．計画策定の趣旨
菊池市では、2010（平成 22）年 3 月に男女共同参画社会の実現に向け、男女共同
参画行政の総合化、効率化を図るため計画の目標や理念を明示し、具体的に施策の方向
性や内容を提示した（第 2 次）「菊池市男女共同参画計画」（計画期間：平成 22 年度
～平成 26 年度）を策定し、菊池市の男女共同参画社会形成のための施策を推進してき
ました。
しかし、2014（平成 26）年度でその計画が終了することに伴い、市民意識調査を行
い、少子高齢化や急速に変化する社会経済情勢など時代に対応した（第 3 次）「菊池市
男女共同参画計画」（計画期間：平成 27 年度～平成 33 年度）を策定しました。
今回、当初計画の中で、2018（平成 30）年度に中間見直しを行うこととしていたた
め、計画の中間見直しを実施しました。

２．計画の位置づけ
この計画は、「男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項」及び「菊池市男女共同参画
推進条例第 10 条」の規定に基づき策定するものであり、本市における男女共同参画社
会の形成に向けた施策についての基本的な計画です。
策定にあたっては、国の「第３次男女共同参画基本計画」及び県の「第３次熊本県男
女共同参画計画」（ハーモニープランくまもと 21）などを踏まえるとともに、「第２次
菊池市総合計画」との整合性を図りました。
今回の中間見直しの際は、新たな国の「第 4 次男女共同参画基本計画」及び県の「第
4 次熊本県男女共同参画計画」を踏まえ策定しました。
また、この計画の内容の以下の部分は、「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）」第６条第２項に規定する「女性活躍推進計画」に位置付け
ます。

重点目標

施策の基本方向

施策 No

重点目標３）

（１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

34～36

あらゆる分野で男女が
ともに活躍できるまち
づくり

（２）職場における男女の均等な雇用機会と待遇の確保

37～42

（３）農林業における男女共同参画の推進

43～44

（１）仕事と家庭・地域活動の両立支援

52～58

（１）市の推進体制の強化

60、
63～65

重点目標４）
男女の仕事と生活の調
和が図れる環境づくり

重点目標５）
推進体制の充実

2

３．計画の期間
（１）本計画の期間は、２０１５（平成２７）年度から２０２１年度（７年間）としま
す。
（２）中間目標（２０１７（平成２９）年度）の進捗状況を確認するとともに、社会情
勢の変化や諸制度の変更等を踏まえ、２０１８（平成３０）年度に計画の中間見
直しを行いました。
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章 計画の基本的な考え⽅

１．計画の基本⽬標

男女共同参画社会とは、「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社会」です。本市で
は、男女共同参画社会を確立し、「男女がともに輝き、支えあう社会の実現」を目指し
ます。
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２．基本理念
本市では、菊池市男女共同参画推進条例第３条に、基本的理念として次の６つを定め
ています。

１．男⼥の⼈権の尊重
男⼥の個⼈としての尊厳が重んぜられること、男⼥が性別による差別的取扱い(明確
な差別的意図がなくとも、差別を容認したと認められる取扱いを含む。)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。

２．社会における制度⼜は慣⾏についての配慮
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こと。

３．政策等の⽴案及び決定への共同参画
男⼥が、社会の対等な構成員として、市及び事業者における政策⼜は⽅針の⽴案及
び決定に共同して参画する機会が確保されること。

４．家庭⽣活における活動と他の活動の両⽴
家族を構成する男⼥が、相互の協⼒と社会の⽀援の下に、家事、⼦の養育、家族の
介護その他の家庭⽣活における活動について家族の⼀員としての役割を円滑に果たし、
かつ、家庭⽣活における活動以外の活動を⾏うことができるようにすること。

５．⽣涯を通じた健康への配慮
男⼥が対等な関係の下に、互いの性について理解を深めることにより、妊娠、出産
等に関して互いの意思が尊重され、かつ、⽣涯にわたって⼼⾝ともに健康な⽣活が営
まれるよう配慮されること。

６．国際的協調
男⼥共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している
ことにかんがみ、男⼥共同参画社会の形成は、国際的な協調の下に⾏われなければな
らないこと。
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３．計画の重点⽬標
基本理念を踏まえて、次の５つを計画の重点目標とします。

重点⽬標１）男⼥共同参画の視点に⽴った意識改⾰
男⼥共同参画社会を実現するためには、固定的な性別役割分担意識の解消をはじめ、男
⼥共同参画について正しく理解することが重要であり、男⼥共同参画の具体的な課題解決
につながる広報・啓発、教育・学習に積極的に取り組みます。

重点⽬標２）⼈権の尊重と健康に配慮したまちづくり
男⼥がお互いの⼈権や性の違いを尊重し、健やかで⼼豊かに暮らせるよう、⽣涯を通じ
た健康⽀援を⾏います。
また、⼥性に対するあらゆる暴⼒は重⼤な⼈権侵害であるため、その根絶に向けて暴⼒
の防⽌及び被害者の⽀援に取り組むとともに、男性・⼦どもの⼈権や健康に対する配慮や、
⾼齢者・障がい者・外国⼈等が安⼼して暮らせるよう環境づくりに努めます。

重点⽬標３）あらゆる分野で男⼥がともに活躍できるまちづくり
政策・⽅針決定課程において⼥性の参画を進めるとともに、雇⽤等における男⼥の均等
な機会の確保や企業・農⼭村・地域活動団体・防災等あらゆる分野において⾃分の意思に
よって参画できるようなまちづくりを進めます。

重点⽬標４）男⼥の仕事と⽣活の調和が図れる環境づくり
男⼥がともに仕事と家庭及び地域⽣活の両⽴や、多様な⽣き⽅が選択でき⾃⼰実現
ができるような環境づくりを進めます。

重点⽬標５）推進体制の充実
男⼥共同参画を推進するため、⾏政・市⺠・各種団体等と協働することをはじめ、
国・県・関係機関と協⼒し連携を図りながら取り組みます。
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４．計画の体系
【 具体的施策 】

【 施策の基本方向 】

【 基本目標 】

（１）意識改⾰及び社会慣⾏の⾒直しの促進

１.広報・啓発活動の拡充

２.ともに社会を担う意識づくり

（２）男⼥共同参画に関する調査研究及び情報収集・提供

３.市⺠意識調査の実施

４.取組情報の収集・提供

（３）学校・保育園等における男⼥共同参画の推進と充実

５.男⼥共同参画の視点に⽴った教育・学習の充実
７.多様な選択を可能にする指導の充実

６.保育・教育関係者に対する研修の充実
８.学校環境の⾒直し

（４）⽣涯学習における男⼥共同参画の推進と充実

９.男⼥共同参画の視点に⽴った教育・学習の充実

10.⽣涯学習に対する情報の収集・提供及び参加促進

（１）性の尊重と⽣涯を通じた⼥性の健康⽀援

11.命の教育としての性教育の充実
13.市の刊⾏物などの表現への留意
15.健康教育及び相談体制の充実
17.安⼼・安全に妊娠・出産できる環境整備

12.⼈権に関する学習と理解の促進
14.健康づくり意識の普及・啓発
16.健康診査実施体制の充実と受診勧奨

（２）あらゆる暴⼒の根絶

18.ＤＶ防⽌のための周知と啓発
20.ＤＶ及びストーカー被害者の安全の確保
22.法的な助⾔、情報提供
24.就労の⽀援

19.ＤＶ及びストーカー被害に関する相談窓⼝の充実及び⼼的ケア
21.関係機関等とのネットワークの充実
23.個⼈情報の保護
25.⼥性に対するあらゆる暴⼒への対策

（３）男性・⼦どもにとっての男⼥共同参画の推進

26.男性にとっての男⼥共同参画の理解促進

27.⼦どもに対する⽀援

（４）⾼齢者・障がい者・外国⼈等が安⼼して暮らせる
環境の整備

28.⾼齢者の⾃⽴⽀援と地域活動への参画促進
30.外国⼈へのＤＶに関する⽀援
32.⽇本語指導を必要とする⼦どもへの⽀援

29.障がいのある⼈への⽀援
31.国際理解と国際交流の推進
33.法に基づいた制度の経済的な⽀援

（１）政策・⽅針決定過程への⼥性の参画の拡⼤

34.各種審議会委員等への⼥性委員登⽤の推進
36.⼥性⼈材の育成

35.⼥性の登⽤についての啓発及び情報提供

（２）職場における男⼥の均等な雇⽤機会と待遇の確保

37.各種労働関係法の雇⽤者・被雇⽤者双⽅への情報提供 38.職場における性別役割分担意識解消への啓発
39.⼥性の就労に関する職域の拡⼤⽀援及び情報提供
40.セクシュアル・ハラスメント等の防⽌に関する情報の収集と提供
41.職場における男⼥共同参画推進及び起業⽀援
42.再就職等⽀援

（３）農林業における男⼥共同参画の推進

43.家族経営協定などによる就労環境改善の推進

44.⼥性の起業活動に対する情報提供

（４）地域活動における男⼥共同参画の促進

45.⾃治公⺠館活動の⽀援
47.地域を基盤とした団体活動の促進
49.ステップアップに向けた活動⽀援

46.住⺠参画による施設整備の推進
48.地域活動団体のネットワーク化の推進

（５）防災・災害時における男⼥共同参画の推進

50.防災分野における⼥性の参画拡⼤

51.防災対策・避難所の運営・相談⽀援などへの⼥性の視点の確保

（１）仕事と家庭・地域活動の両⽴⽀援

52.育児･介護休業の取得促進
54.ワーク・ライフ・バランスに対する理解促進
56.多様なニーズに対応した保育サービスの拡充
58.ひとり親家庭の⾃⽴⽀援

53.育児･介護サービスの利⽤による仕事と家庭の両⽴⽀援
55.男⼥共同参画の視点に⽴った⼦育て⽀援のための環境整備の促進
57.介護体制の拡充及び介護者⽀援の充実

（１）市の推進体制の強化

59.職員等の意識啓発及び推進体制の強化
60.男⼥共同参画推進リーダー育成
61.庁内推進会議の充実
62.計画の進⾏管理
63.⼥性職員に対する能⼒向上のための研修機会の確保 64.男性職員に対する育児休業取得の促進
65.市役所内における⼥性管理職登⽤の推進
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章 計画の内容

重点⽬標１）
男⼥共同参画の視点に⽴った意識改⾰
男

⼥共同参画社会の理解を⾼める
男女共同参画の実現に向けての大きなハードルのひとつは、人々の意識の中に長い時

間をかけて形成されてきた性別に基づく固定的な役割分担意識です。男女が性別にかか
わりなく、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、固定
的な性別役割分担意識の解消をはじめ、男女共同参画について市民一人ひとりが正しく
理解することが重要であり、男女共同参画の具体的な課題解決につながる広報・啓発、
教育・学習に積極的に取り組む必要があります。

現状と課題
市民意識調査において、「男は仕事、女は家庭」という考え方に「反対する」「どち
らかといえば反対する」と回答した人が全体の 59.5％を占めており、前回の調査（Ｈ
21 年）では 51.3％であったことから 8.2 ポイント増加しています。また、「賛成す
る」「どちらかと言えば賛成する」と回答した人は女性で 27.6％、男性で 37.7％と
なり、男性の方が性別による役割分担意識が高い傾向にあります。
男女共同参画に関連する言葉については、メディアでも取り上げられる機会の多かっ
た「ドメスティック・バイオレンス」「セクシュアル・ハラスメント」「男女雇用機会
均等法」などの認知度が比較的高くなっている一方、市の施策や関連用語である「菊池
市男女共同参画計画推進条例」「男女共同参画専門委員相談」「女性相談員」は認知度
が低いことから、ますますの広報・啓発、教育・学習が必要となります。
また、男女の地位の平等感について、「学校教育の場」では半数以上の人が平等と回
答しているものの、「家庭生活」「職場」「地域活動・社会の場」「政治・政策決定の
場」「社会通念・慣習等」の分野では男性が優位と感じている人が多く、特に「政治・
政策決定の場」「社会通念・慣習等」は男性優位が６割を超えています。
さらに、家庭の教育方針で性別に関係なく育てるという意識が増えている一方で、「男
の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよい」という考え方に賛成とする人が約７
割を占めており、男らしさ、女らしさが大切であるという意識が根強い状況にあります。
中学生の意識調査においても、一般市民と同じく男らしさ、女らしさへの意識は高い
傾向にあります。
先進地市町村・県・国の男女共同参画に関する情報の収集・提供に努め、これまでの
各種啓発活動の充実を図るとともに、より効果的な啓発方法を検討実施していくことが
重要となります。
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図１ 「男は仕事、⼥は家庭｣という考え⽅について

資 料︓市 ⺠ 意 識 調 査 結 果（ Ｈ 26 年 度 ）

図２ 男⼥共同参画に関連する主な⾔葉の認知度
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※⽤語の解説は、巻末の参考資料に記載しています。
※ グラフ中の％表⽰の合計は、端数処理（四捨五⼊）の関係で 100％にならないことがあります。
※ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基準とした百分率（％）で⽰します。
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図３ 男⼥の地位の平等感
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図４ ｢男の⼦は男らしく､⼥の⼦は⼥らしく育てる⽅がよい」という考え⽅について
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※ グラフ中の％表⽰の合計は、端数処理（四捨五⼊）の関係で 100％にならないことがあります。
※ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基準とした百分率（％）で⽰します。
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施策の基本⽅向
（１）意識改⾰及び社会慣⾏の⾒直しの促進
男女共同参画社会の理念や内容の普及・啓発に努め、理解を深めるとともに、固
定的な性別役割分担意識に基づく社会慣行の見直しと、男女がともに社会を担う意
識づくりを促進します。
No

具体的施策

具体的施策の内容

1

広報・啓発活動の拡充

「男⼥共同参画社会」の理念や内容に
ついて、広報誌・ホームページなどを通
じてわかりやすい広報や、市⺠を対象に
講演会・講座・セミナー・出前講座など
を開催し、意識啓発に努めます。
男⼥共同参画情報誌により男⼥共同
参画に関する取組や情報を提供します。

2

ともに社会を担う
意識づくり

固定的な性別役割分担意識の解消
や、男⼥がともに社会をつくっていく
という意識づくりを推進します。

担当課

男⼥共同参画推進課

男⼥共同参画推進課

（２）男⼥共同参画に関する調査研究及び情報収集・提供
市民に対する適正な情報提供と啓発を推進するために、男女共同参画に関する現
状を調査し、国や県、他市町村などの情報収集・提供を行います。
No

３

４

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

市⺠意識調査の実施

計画の改定時など、定期的に市⺠に対
する意識調査を実施し、市⺠意識の実態
把握と啓発成果の検証に努めるととも
に、調査結果の公表を⾏います。

男⼥共同参画推進課

取組情報の収集・提供

男⼥共同参画を取り巻く状況に対応
した国・県・市の統計調査や取組状況
についての情報収集に努め、情報提供
を⾏います。

男⼥共同参画推進課
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（３）学校・保育園等における男⼥共同参画の推進と充実
幼児期・学齢期の教育は、次世代の親を育てる教育とも言え、発達段階に応じた
男女平等の視点にたった教育・学習を推進することが重要であるため、子どもに対
して性別にとらわれない人権尊重に基づく教育を実施するとともに、子どもと接す
る保育・教育関係者に対する研修の促進を図ります。
No

５

６

７

８
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具体的施策

具体的施策の内容

担当課

男⼥共同参画の
視点に⽴った
教育・学習の充実

乳幼児期から⼦どもの発達段階に応
じ、男⼥共同参画の視点をとり⼊れた
教育を推進します。
教育の中で積極的に男⼥共同参画社
会について学習する機会を設けます。

保育・教育関係者に
対する研修の充実

学校・保育園等における男⼥共同参画
の推進を図るため、教職員をはじめとす
る保育・教育関係者が、男⼥共同参画の
理念を理解し、男⼥共同参画意識を⾼め
ることができるよう、話し合いの場づく
りと研修機会の確保に努めます。

多様な選択を可能に
する指導の充実

児童・⽣徒が将来の進路や仕事、結婚、
家庭⽣活など、⽣き⽅について多様な選
択ができるよう、
指導の充実を図ります。
総合的な学習の時間での福祉教育や
職場体験学習などの実施により、主体
的な選択能⼒の育成を図ります。

学校教育課

学校環境の⾒直し

無意識のうちに男⼥によって期待や
対応が異なるなどの「隠れたカリキュ
ラム」がないかどうか、⽇常の教育活
動の点検・⾒直しを図ります。

学校教育課

⼦育て⽀援課
学校教育課

⼦育て⽀援課
学校教育課

（４）⽣涯学習における男⼥共同参画の推進と充実
男女共同参画意識を高める生涯学習機会の提供に努めるとともに、生涯学習機会
への参加促進を図ります。
No

９

具体的施策

男⼥共同参画の
視点に⽴った
教育・学習の充実

具体的施策の内容

担当課

各種⼦育て講座など、男⼥共同参画意
識を⾼める学習機会の提供を図ります。

⼦育て⽀援課

市⺠の主体的な学習活動を⽀援する
ため、⽣涯学習に関する情報の収集に努
め、年１回⽣涯学習講座案内を全世帯に
配布し、情報提供を推進します。
魅⼒あるテーマづくりや参加者同⼠
の仲間づくりなどを促進するとともに、
保育付き講座の開催や開催時間の配慮
を⾏うなど、参加しやすい環境づくりに
努めます。

⽣涯学習に対する
10 情報の収集・提供
及び参加促進

中央公⺠館

⽣涯学習課
中央公⺠館

■管理指標と⽬標
管

理

指

標

現

状

中間⽬標と実績

2014年度
2017年度
（H26年度） （H29年度）

①

⽬標
「男⼥共同参画社会基本法」を「知っている」
70.7％
及び「聞いたことがある」市⺠の割合
実績

80.0％

②

⽬標
「男⼥共同参画専⾨委員相談」を「知っている」
27.3％
及び「聞いたことがある」市⺠の割合
実績

40.0％

「⼥性相談員」を「知っている」及び「聞い

⽬標

40.0％

実績

44.6％

③ たことがある」市⺠の割合

32.3％

73.2％
35.1％

⽬

標

状況

2021年度

↗

90.0％

↗

50.0％

達成

50.0％
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重点⽬標２）
⼈権の尊重と健康に配慮したまちづくり
⽣

涯を通じて健やかで⼼豊かに暮らす
すべての人が互いの人権や性の違いを尊重し、生涯を通じて健やかで心豊かに暮らせ

ることは、男女共同参画社会の形成の基盤となります。特に、女性は妊娠や出産などを
通じて男性と異なる健康上の問題に直面することがあるため、「性と生殖に関する健康
/権利（リプロダクティブヘルツ/ライツ※）」の視点も含め、男性の理解を促すととも
に、自らの心と身体の健康管理ができるよう生涯を通じた健康支援を行うことが必要で
す。
また、恋人や配偶者の暴力であるドメスティック・バイオレンス（DV）は重大な人
権侵害です。一般的に男性は女性よりも社会的、経済的に優位な立場にあることが多く、
そのような社会構造が女性に対する暴力の一因ともなっています。セクシュアル・ハラ
スメントを始めさまざまなハラスメントについても、深刻な問題であり、被害者・加害
者どちらにしても、今後の人間関係や社会的な立場に影響する可能性があることなどか
ら、防止のための啓発や安全で安心して暮らせるための支援が必要です。
また、男性や子どもにとっても生きやすい社会の形成を目指し、男女共同参画を理解
するための啓発や支援が必要です。
高齢者・障がい者・外国人等の女性及び性的マイノリティ※においては、あらゆるこ
とから複合的にさらに困難な状況に置かれている場合があります。このような様々な困
難な状況に置かれている人に対しても、男女共同参画の視点に立ち安心して暮らせる環
境づくりが必要です。

現状と課題
市民意識調査からみると、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・
ハラスメントの認知度は高まりつつあります。しかし、少なからず恋人や配偶者からの
暴力が顕在していることは確実で、その被害者の多くが女性です。また、DV を受けた
後の対応として、何もしていない人の割合が最も高くなっていることから、相談しやす
い環境づくりが求められます。今後、このような女性に対するあらゆる暴力をなくすた
めにも、生命の大切さや他者の人格を尊重することの大切さについて教育・啓発を進め、
あらゆる暴力を許さない社会環境づくりに向けた取組が必要です。
また、女性が生涯を通じて、健康で明るく、充実した生活ができるよう社会全体で総
合的な支援をする必要があります。女性の健康をめぐる様々な問題に対応するため、ラ
イフステージに応じた健康相談や情報提供等を行い、健康づくりを積極的に推進します。

※⽤語の解説は、巻末の参考資料に記載しています。
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図５ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の認識度
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図６ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）を受けた⼜は⾒聞きした経験
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※ グラフ中の％表⽰の合計は、端数処理（四捨五⼊）の関係で 100％にならないことがあります。
※ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基準とした百分率（％）で⽰します。
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施策の基本⽅向
（１）性の尊重と⽣涯を通じた⼥性の健康⽀援
すべての人がお互いの身体的性差を理解しあい、人権を尊重していくための、正
確な知識の普及や情報の提供を行うとともに、生涯を通じた女性の健康支援を図り
ます。
No

11

具体的施策

命の教育としての
性教育の充実

14

15

16

18

⼩学校では、発達段階に応じた指導
計画を⽴案し、体育科や総合的な学習
の時間の中で、⽣命の⼤切さ・尊さを
理解する教育を実践し、⾃他の⽣命の
⼤切さに気づき、適切な⾏動がとれる
よう指導の充実を図ります。
中学校では、保健体育科・家庭科で、
⼈間の性に対する基礎的・基本的事項
を正しく理解させ、⾃⼰の性に対する
認識をより確かにさせるとともに、望
まない妊娠や性感染症を防ぐための正
しい知識の習得など、性教育の充実を
図ります。

担当課

学校教育課
健康推進課

⼈権を尊重するという視点で性につ
いて学びや理解を深めていくよう、⼈
権に関する学習会や講演会、出前講座
等を通じて推進していきます。

⼈権啓発課

市の刊⾏物などの
表現への留意

市の刊⾏物や庁内各課において作成
配布される印刷物などにおいて、性差別
につながる表現を排除します。

関係各課

健康づくり意識の
普及・啓発

市⺠の健康づくり意識の普及・啓発
を図ります。
⼥性の健康について、知識の普及に
努めます。

健康推進課

健康教育及び相談
体制の充実

⽣活習慣の改善を⽀援し、市⺠の健
康づくりを⽀援するため、健康教育及
び相談体制の充実を図ります。
⼥性特有のこころやからだの悩み、
更年期・不妊の悩みについても安⼼し
て相談できる体制の充実を図ります。

健康推進課

健康診査実施体制の
充実と受診勧奨

特定健診・⽣活習慣病健診・後期⾼
齢者健診・乳がん・⼦宮がんなどの各
種がん検診の充実を図るとともに、国
⺠健康保険による⼈間ドックなども含
めた健康診査の受診を推奨し、市⺠の
健康管理の促進に努めます。

健康推進課

⼈権に関する学習と
12
理解の促進

13

具体的施策の内容

No

17

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

安⼼・安全に妊娠・出産
できる環境整備

妊娠早期から妊娠・出産・育児につ
いて夫婦でともに協⼒しあいながら⼦
どもの出産を迎えることができるよう
妊娠届出を早期に⾏い妊娠・出産・育
児に関する正しい知識の普及・啓発を
⾏います。
喫煙についての知識の普及を図ると
ともに、妊娠・授乳期にかけての家族
の禁煙と周囲の⼈への分煙などを啓
発、推進します。
体外受精及び顕微授精の特定不妊治
療にかかる県の費⽤助成制度（熊本県
特定不妊治療費助成事業）の広報に努
めます。

健康推進課

（２）あらゆる暴⼒の根絶
あらゆる暴力を根絶するための基盤づくりを進めるとともに、女性に対する暴力
が圧倒的に多いことを考慮しながら、被害者の支援体制の充実を図ります。
特に、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、個人の尊厳を踏みにじる重大
な人権侵害であるとともに、犯罪となる行為も含み、絶対に許されるものではない
という認識を広く浸透させるなど、ＤＶ防止法に基づきその啓発や被害者に対し警
察や関係機関と連携しながら、支援体制の整備などを推進します。
No

具体的施策

具体的施策の内容

18

ＤＶ防⽌のための周知
と啓発

講座の開催、広報誌・ホームページ
への掲載、機関紙配布、また、男⼥共
同参画週間・⼥性に対する暴⼒をなく
す週間・⼈権週間などを通じてＤＶ⾏
為の認知度を⾼めＤＶ防⽌に向けた啓
発に努めます。
また、クライシスカードを作成し、
相談機関等の周知に努めます。

19

DV 及びストーカー被害に関する相談
窓⼝を設置するなど相談体制の充実を
図るとともに、被害者の負担軽減、安全
について配慮しながら、複数の窓⼝にか
ＤＶ及びストーカー被害 かる⼿続きを⼀度に進められるよう、関
に関する相談窓⼝の充実 係各課との協⼒体制を構築します。
及び⼼的ケア
DV 被害者等に対し、カウンセリング
機関や専⾨医の情報を提供し、精神的・
⾁体的に⽴ち直るための⽀援をします。
男⼥共同参画専⾨委員（弁護⼠・カ
ウンセラー）による相談を⾏います。

担当課

⼦育て⽀援課
男⼥共同参画推進課

⼦育て⽀援課
男⼥共同参画推進課

19

No

20

21

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

ＤＶ及びストーカー
被害者の安全の確保

緊急時の被害者の安全の確保のた
め、⼦育て⽀援短期利⽤事業等におけ
る⺟⼦保護等の⽀援サービスの拡充を
⾏います。
⼀時保護を実施する場合は、警察と
連携し、同⾏⽀援をするなど被害者の
安全の確保に努めます。加害者側から
の追求に対し関係機関が連携し統⼀し
た対応を⾏います。

男⼥共同参画推進課

関係機関等とのネット
ワークの充実

DV、ストーカー⾏為、児童虐待及び
これらに準ずる⾏為の被害者(以下、被
害者という)の相談及び⽀援に適切に
対応するため、⾏政・福祉・司法・警
察・医療等の各分野から構成される「菊
池市要保護児童対策及び DV 防⽌対策
地域協議会」において連携して⽀援を
⾏うとともに、ネットワークの充実を
図ります。
被害者の保護のため庁内関係部署に
おいて情報共有、事例検討を⾏い、⽀援
のためのネットワークを構築します。

22 法的な助⾔、情報提供

被害者の離婚・⼦どもの親権等に係る
法的な助⾔が必要な場合は、法律相談や
法テラスなどの情報提供を⾏います。
また、男⼥共同参画社会の推進を阻害
する⾏為に対しても、男⼥共同専⾨委員
による相談を⾏います。

23 個⼈情報の保護

被害者の個⼈情報の保護のため、住
⺠基本台帳の閲覧等の制限に対する⽀
援措置について、厳重な管理の徹底を
図ります。
個⼈情報の漏洩により被害者に危険
を及ぼしたり⼆次被害につながったり
することがないよう個⼈情報に接する
機会のあるすべての市職員に対して情
報セキュリティの重要性を周知させる
とともに個⼈情報の保護と管理に努め
ます。

24 就労の⽀援

20

関係機関と連携し、被害者に求⼈情
報や職業訓練の情報提供を⾏うととも
に、ハローワークへ同⾏するなどの⽀
援を⾏います。
公共職業安定所・職業訓練施設・職
業訓練制度など、就労⽀援に関する情
報を収集し、被害者に提供します。
ひとり親家庭を対象とした職業訓練
や⽣活保護を受給している被害者のた
めの就労⽀援を実施します。

⼦育て⽀援課
関係各課

⼦育て⽀援課
関係各課

⼦育て⽀援課
男⼥共同参画推進課

男⼥共同参画推進課
総務課
市⺠課
⼦育て⽀援課

⼦育て⽀援課
福祉課

No

25

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

⼥性に対するあらゆる
暴⼒への対策

⼥性に対する暴⼒が性差別による⼥
性への⼈権侵害であるという意識啓発
を進めるとともに、関係法令の周知を
図ります。
暴⼒からの被害を未然に防⽌し、そ
の拡⼤を最⼩限に抑えるため、相談窓
⼝の周知徹底を図ります。
講座・セミナー等の開催や広報誌・
情報誌ホームページ等の活⽤及び事業
所・商⼯会議所などとの連携による啓
発などを通じて、さまざまなハラスメ
ント等の防⽌に向けて取り組みます。

男⼥共同参画推進課

（３）男性・⼦どもにとっての男⼥共同参画の推進
男性にとっても男女共同参画社会の実現は重要な意義を持つものであり、長時間
労働などの働き方の見直しや家庭・地域生活への参画につながることなどの理解の
促進や、次世代を担う子どもたちが、健やかな成長に向けた支援と安全で安心に暮
らせる環境づくりに取り組みます。
No

具体的施策

具体的施策の内容

男性にとっての男⼥
26
共同参画の理解促進

男性を対象とした料理教室などの⽣
活講座、育児講座や介護講座などを開
催し、男性の⽣活⼒アップによる⾃⽴
を促進します。
各種講座やセミナーなどを男性に配
慮した開催⽇時やテーマ設定の⼯夫な
どにより、男性が参加しやすい、また、
参加したくなる環境づくりに努めます。
市⺠講座や出前講座の開催、情報誌
等の機会を利⽤し、男性にとっての男
⼥共同参画社会の意義について啓発を
⾏います。

27 ⼦どもに対する⽀援

被害者に⼦どもがいる場合には、教育
委員会、学校、保育所等と連携し、就学、
保育できるよう連絡調整を⾏い、必要に
応じ、市スクールソーシャルワーカー、
学校⽀援コーディネーター、家庭児童相
談員や児童相談所などの専⾨機関の紹
介を⾏います。
「要保護児童対策及び DV 防⽌対策
地域協議会」を設置し児童虐待及び DV
の未然防⽌及び早期発⾒・早期対策を関
係機関と連携して⾏います。

担当課

⾼齢⽀援課
健康推進課
中央公⺠館
男⼥共同参画推進課

⼦育て⽀援課
学校教育課

21

（４）⾼齢者・障がい者・外国⼈等が安⼼して暮らせる環境の整備
男女共同参画の視点に立ち、様々な困難な状況に置かれている人々が安心して暮
らせるよう環境の整備などに努めます。
No

28

29

30

31

32

33

22

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

⾼齢者の⾃⽴⽀援と
地域活動への参画促進

地域において⾼齢者が集える場所づ
くりを促進し、地域住⺠との交流や地域
活動などへの積極的参画を図ります。
育児経験者や退職者などがもつ経験
の活⽤を図るなど、⾼齢者の⼒を⽣か
す機会と場の充実に努めます。

⾼齢⽀援課

障がいのある⼈への
⽀援

障がいのある⼈の相談に携わる機関
に対し、相談窓⼝などの情報を提供し、
障がいのある⽅への⽀援に向け関係機
関と連携し、情報提供を⾏います。
障がいのある⼈の地域交流を促進し、
緊急時における⽀援ネットワーク構築
の基礎とするとともに、雇⽤促進及び職
域の拡⼤に努め、社会参加と⾃⽴⽣活へ
の⽀援を⾏います。

福祉課

外国⼈へのＤＶに
関する⽀援

⽇本語の理解が⼗分でない外国籍の
⽅に対し、⼥性相談センターなどの関
係機関と連携し、多⾔語によるＤＶに
関する情報提供に努めるとともに、相
談等が円滑に進むよう努めます。

⼦育て⽀援課

国際理解と国際交流
の推進

国際交流活動の促進により、国際理解
を深めるとともに、国際的視野に⽴った
男⼥共同参画の意識啓発を進めます。
情報提供などによる在住外国⼈への
⽀援に努めるとともに、国際交流活動
を⾏う団体を⽀援します。
地域に暮らす外国⼈との相互理解を
深め、外国⼈もコミュニティの⼀員と
して積極的にまちづくりに参画できる
よう努めます。

市⻑公室

⽇本語指導を必要と
する⼦どもへの⽀援

⽇本語本来の意味を理解できない、
外国にルーツを持つ児童⽣徒の⽇本語
⼒を向上させるため、各⼩・中学校に
おいて、個別に⽇本語指導員による「⽇
本語指導」を⾏います。

学校教育課

法に基づいた制度の
経済的な⽀援

経済的⾃⽴に向けた⽀援に関する相
談を⾏い、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法・⽣
活保護法・児童福祉法・⺟⼦及び⽗⼦
並びに寡婦福祉法などに基づく⽀援を
⾏います。また、⽀援の内容や⼿続き
をわかりやすく説明します。

⼦育て⽀援課
福祉課

■管理指標と⽬標
管

理

指

標

④ 早期（妊娠11週以下）での妊娠届出率
「ドメスティック・バイオレンス」を「知って

⑤ いる」及び「聞いたことがある」市⺠の割合

現

状

中間⽬標と実績

2014年度
2017年度
（H26年度） （H29年度）

89.0％
90.6％

⽬標

91.0％

実績

94.2％

⽬標

95.0％

実績

92.8％

⽬

標

状況

2021年度

達成

95.0％

↗

100.0
％
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重点⽬標３）
あらゆる分野で男⼥が共に活躍できるまちづくり
社

会の基盤づくり
男女共同参画社会の実現のためには、男女が責任をもって家庭、地域活動を担い、あ

らゆる分野に参画できるようにすることが大切です。また、これまで男性中心になりが
ちであった政策・方針決定過程の場においても女性が参画できるような社会基盤づくり
が求められます。行政としても、率先して女性職員の登用や職域の拡大等に積極的に取
り組む必要があります。
防災の分野においても、男性が中心となって推進されてきた背景から、女性の視点が
欠けていることが指摘されています。また、農山村の分野では、潜在的に残る固定的性
差別の存在やその影響から考えられる女性の積極性の希薄などの問題がみられます。

現状と課題
市民意識調査からみると、政治・政策決定の場における男女平等の認識について、男
性優遇と感じている人の割合は 67.4％に及んでいます。
本市の政策・方針決定に関わる審議会等委員の登用状況は、女性委員は 27.5％（平
成 26 年度）となっています。女性が少ない審議会については、委員の選任時に女性を
積極的に登用することで、女性の意見を市政に反映させていく必要があります。
防災に関して、市民意識調査では、「妊産婦、乳幼児を連れた保護者・障がい者・介
護を必要とする人は、安全を確保できる場所への避難誘導・避難介助を行うこと」に
64.5％、「災害対応について、性別・年齢にかかわらず、多様な住民が自主的に考え
る機会を設けること」に 60.8％の高い回答があっています。
以上のように、防災をはじめあらゆる分野における男女共同参画の推進が重要な課題
となっており、政策や方針決定に、男女の関わりが必要となります。
図７

性別

男性の方が
非常に優遇

どちらかといえば
男性の方が優遇

平等

どちらかといえば
女性の方が優遇

女性の方が
非常に優遇

わからない

■ 無回答
1.3 0.3

全体
(N=709)

性
別

政治・政策決定の場における男⼥平等の認識について
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11.3
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※ グラフ中の％表⽰の合計は、端数処理（四捨五⼊）の関係で 100％にならないことがあります。
※ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基準とした百分率（％）で⽰します。

施策の基本⽅向
（１）政策・⽅針決定過程への⼥性の参画の拡⼤
審議会などへの女性の登用促進と女性人材の発掘に努め、市政に女性の声を反映
するシステムづくりを推進します。
また、企業や地域活動団体においても、女性の登用や参画が促進されるよう、啓
発と情報提供に努めます。
No

34

35

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

各種審議会委員等への
⼥性委員登⽤の推進

政策・⽅針決定の場への⼥性の参画
を拡⼤するため、審議会等への⼥性登
⽤率を 2021 年度まで、35%以上達成
に向けて全庁で積極的に取り組みま
す。

関係各課

⼥性の登⽤についての
啓発及び情報提供

企業・地域活動団体及び地域活動な
どにおいて男性中⼼の組織体制や性別
役割分担意識の⾒直しを促進し、意思
決定の場へ⼥性が主体的に関わること
など、⼥性登⽤を進めるための啓発に
努めます。
企業や地域活動団体などにおいて⼥
性に対する意思決定の場への参画機会
の提供が拡⼤されるよう、国・県の改
善情報の提供を⾏います。

36 ⼥性⼈材の育成

キャリア形成の意義や意識の向上、啓
発を⽬的とした講座等の開催や情報提
供を⾏います。
⼥性⼈材バンクの登録者を増やすよ
う努めます。

商⼯観光課
男⼥共同参画推進課

中央公⺠館
男⼥共同参画推進課
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（２）職場における男⼥の均等な雇⽤機会と待遇の確保
雇用条件や就労環境の改善、性別による格差や固定的な役割分担を見直し、職場
における男女の均等な雇用機会と待遇の確保を図るとともに、男女が性別に関わり
なく能力を十分に発揮できるような環境づくりに向けての啓発に努めます。
また、自分にあった様々な条件、形態での就労や、再就職等に対する支援を図り
ます。
No

具体的施策

具体的施策の内容

男⼥雇⽤機会均等法をはじめとする
各種労働関係法の雇⽤
労働に関する各種法律について、情報
37 者・被雇⽤者双⽅への
誌などへの掲載や、労働講座、商⼯会
情報提供
の機関誌への情報提供に努めます。
職場における性別役割分担意識の解
職場における性別役割 消に向けて、あらゆる機会や⼿段を活
38
分担意識解消への啓発
⽤して啓発に努めます。

商⼯観光課

総務課
男⼥共同参画推進課

⼥性の就労に関する職
39 域の拡⼤⽀援及び情報
提供

地域の中⼩企業等における⼥性の処
遇改善や雇⽤拡⼤のための研修やセミ
ナーの情報を提供します。
⼥性の就労に関する問題の相談・啓
発･情報提供を関係機関と連携して推
進します。

商⼯観光課

セクシュアル・ハラスメ
40 ント等の防⽌に関する
情報の収集と提供

セクシュアル・ハラスメントやパワ
ーハラスメント等の防⽌に関する取組
事例などの情報収集と提供に努めると
ともに、事業者へさまざまなハラスメ
ント等の防⽌啓発を推進します。

商⼯観光課

41

職場における男⼥共同
参画推進及び起業⽀援

42 再就職等⽀援

26

担当課

関係機関との連携を強化し、昇進や賃
⾦、職種など職場での啓発を図ります。
男⼥がともに働きやすい職場づくり
に積極的に取り組んでいる事業者を広
報誌等で紹介し、啓発に努めます。
関係機関が実施するセミナーや講座
等の情報提供や、国や県で実施してい
る資⾦融資制度の紹介を⾏います。
⼥性による起業家に対し、関係機関
と連携して⽀援します。
未就職者・⼦育て等による離職者のた
め、⺠間事業者等による講座・実習等を
⾏い、再就職等の⽀援を推進します。

総務課
男⼥共同参画推進課

商⼯観光課
男⼥共同参画推進課

商⼯観光課

（３）農林業における男⼥共同参画の推進
農業の家族経営や小規模事業者における女性の就労環境の改善を図ると共に、農山
村などに残る固定的性差別等の見直しなど、男女共同参画を推進します。
No

具体的施策

具体的施策の内容

43

家族経営や⼩規模事業所などに従事
する⼥性の労働実態の把握に努め、就
労環境改善に向けた啓発を⾏います。
⼩規模事業所や農業経営の従事者が
共同経営者として、経営と⽣活の両⾯で
家族経営協定などによる
相互に補完、協⼒し、能⼒が発揮できる
就労環境改善の推進
関係づくりに向けて啓発を図ります。
家族間の役割分担や就業条件を明確
にした家族経営協定締結の啓発と普及
に努め、男⼥共同参画への気運を⾼め
ます。

44

関連団体が⾏う⼥性の就業⽀援や経
⼥性の起業活動に対す
営セミナー等、交流の場の開催や情報
る情報提供
提供を⾏います。

担当課

農政課
農業委員会

農政課
男⼥共同参画推進課

（４）地域活動における男⼥共同参画の促進
性別・年齢・障がいの有無などにかかわらず誰もが生きがいをもって地域活動に
参画できる男女協働による体制づくりを推進し、活動団体のネットワーク化やステ
ップアップに向けた情報提供を行うとともに、市民・地域活動団体及び行政の協働
事業の推進を図ります。
No

45

46

47

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

⾃治公⺠館活動の
⽀援

世代間交流など、地域の特⾊を活か
した活動により、⾃治公⺠館活動の⽀
援に努めます。

中央公⺠館

住⺠参画による
施設整備の推進

公園などの施設整備の計画段階か
ら、利⽤機会の多い⼦育て世代や⾼齢
者の参加のもとワークショップを開催
し、住⺠ニーズに対応した施設整備を
図ります。また、施設への愛着を⾼め
る取組をおこなうと共に、維持管理等
へも市⺠の積極的な参加が図られるよ
う、意識づくりを進めます。

都市整備課

地域を基盤とした
団体活動の促進

地域住⺠による地域活動の活性化を
促進するため、区⻑等を通じて⽼若男⼥
が積極的に⾃治活動に参加できる基盤
の強化を図るとともに、男⼥共同参画の
意識啓発の推進を図ります。

総務課
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No

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

48

地域活動団体の
ネットワーク化の推進

地域活動団体の情報の交換や交流の
場を提供することにより、団体間のネッ
トワーク化とそれに基づく地域づくり
の推進を図ります。

企画振興課

49

ステップアップに
向けた活動⽀援

地域活動に役⽴つスキルを習得する
ための情報提供を⾏います。

企画振興課

（５）防災・災害時における男⼥共同参画の推進
防災計画等に女性の参画を拡大し、男女それぞれの立場にたった視点を取り入れ
ていくことなど、男女共同参画を推進します。
No

50

具体的施策

具体的施策の内容

防災分野における
⼥性の参画拡⼤

担当課

市の防災会議、災害時の災害復興対
策の検討に⼥性委員等の参画を拡⼤し
ます。

防災⽤物資の備蓄、避難計画等の検
防災対策・避難所の運
討に⼥性の参画を義務付けます。
51 営・相談⽀援などへの⼥
避難所の運営、相談⽀援の担当責任
性の視点の確保
者に⼥性を配置します。

防災交通課
男⼥共同参画推進課

防災交通課
男⼥共同参画推進課

■管理指標と⽬標
管

⑥

理

指

標

市の審議会などの⼥性委員の割合

⑦※ 家族協定締結農家数（認定農業者）
⑧

防災会議における⼥性委員の割合

現

状

中間⽬標と実績

2014年度
2017年度
（H26年度） （H29年度）

27.5％
61⼾
3.0.％

⽬標

35.0％

実績

24.1％

⽬標

80⼾

実績

118⼾

⽬標

10.0％

実績

12.9％

⽬

標

状況

2021年度

↘

35.0％
以上

達成

125⼾

達成

30.0％

※計画策定時は⽬標値を 100 ⼾と設定していましたが、中間評価時に⽬標を達成したため、上⽅修正を⾏いました。
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重点⽬標４）
男⼥の仕事と⽣活の調和が図れる環境づくり
ワ

ーク・ライフ・バランスでゆとりのある⽣活

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）において、近年、家族が家事・育児・
介護を協力して行っている家庭もみられますが、依然として多くの家庭でその負担は女
性に偏っています。家庭のことを女性だけの役割とせずに、積極的に男性も家事・育児・
介護などに関わることが必要です。
また、女性は家庭の負担に加え、妊娠・出産などによって女性が継続して働くことが
困難な状況になっています。家庭内での理解だけでなく、育児休業の取得など職場環境
の整備を進めることや周囲の意識改善も必要とされます。

現状と課題
市民意識調査からみると、家事・育児・介護などの役割は女性が多くを担っているこ
とがわかります。また、仕事と家庭・地域生活の両立の希望と現状をみると、「仕事」
を優先が、現実が希望を 20.4 ポイントも上回っていることや、男性の希望が「仕事」
「家庭生活」の両立が最も多く 36.7％であるのに対して、現実は「仕事が優先」が最
も多い 31.7％となっていることからも、現実と理想に違いがます。また、本市に力を
入れて欲しいこととして「仕事と家庭・地域生活の両立できるための支援」が最も多く
求められています。
仕事と家庭・地域生活の両立のために、さらなる育児・介護支援の情報提供や啓発に
努めるとともに、多様なニーズに対応した取組が重要となります。
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図８
全体（N=592）

家庭における役割分担

主として夫

主として妻

夫婦で同じ程度

その他の人(親・子ども等)

わからない

無回答

-

0.8 0.7
62.0

家計を支える
炊事・掃除・洗濯などの家事 1.5

83.1

10.0

日々の家計の管理

67.9
49.5

自治会・町内会などの地域活動
育児
(経験者のみN=540）
介護
(経験者のみN=365）

5.4

0.6

74.4

4.4

0%

17.2

21.1

40%

1.9
0.3
10.6 2.5 1.9
0.3 0.8
18.9
2.0
1.5
24.8
4.1 2.9
1.3
2.6

21.1

52.3

20%

29.2

60%

4.4

17.8

80%

100%

※育児・介護は経験者のみの回項目であるため、無回答者を未経験者として扱い除いて集計している。

資 料 ︓ 市 ⺠ 意 識 調 査 結 果 （ Ｈ 26 年 度 ）

図９

仕事と家庭・地域⽣活の両⽴の希望と現状

資 料 ︓ 市 ⺠ 意 識 調 査 結 果 （ Ｈ 26 年 度 ）

※ グラフ中の％表⽰の合計は、端数処理（四捨五⼊）の関係で 100％にならないことがあります。
※ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基準とした百分率（％）で⽰します。
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図 10 男⼥が共に家事、介護、地域活動に積極的に参加していくために必要なこと
59.2
58.9
59.8

夫婦や家族間での
コミュニケーションを大切にすること
49.1

男性が家事などに参加することに
対する男性自身の抵抗感をなくすこと

40.2

55.1

41.9
43.2
39.5

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、
女性だけでなく男性も相談しやすい窓口を設けること

40.5
44.2

短時間勤務制度や休暇制度の普及を進め、
仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

35.9

36.8

年配者や周りの人が、夫婦間・家族間の役割分担に
ついて、本人たちの考え方を尊重すること

28.1

43.7

29.1
31.2

社会の中で、男性の家事・子育て・
介護・地域活動等の評価を高めること

26.3

28.5
30.2
27.0

男性が、家事・子育て・介護・地域活動に
関心を高めるよう、啓発や情報提供等を行うこと
男性が、子育て・介護・地域活動などを
行うための仲間（ネットワーク）作りをすすめ、
育児休暇や介護休暇を取りやすい社会にすること

23.3
24.4
22.1

県や自治体などの研修などにより、
男性の家事や子育て、介護等の技能を高めること

23.3
25.1
21.0
15.2
17.1
13.2

男性が家事などに参加することに
対する女性の抵抗感をなくすこと
特に必要ない

2.1
1.2
3.6

その他

3.7
3.9
3.2

全体(N=709)

無回答

3.0
2.9
2.8

男性(n=281)

0

女性(n=414)

10

20

30

40

50

60

70 (%)

資 料 ︓ 市 ⺠ 意 識 調 査 結 果 （ Ｈ 26 年 度 ）
※ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基準とした百分率（％）で⽰します。

施策の基本⽅向
（１）仕事と家庭・地域活動の両⽴⽀援
男性も女性もともに社会と家庭及び地域社会での両立や、多様な生き方が選択で
きるよう子育てや、介護の支援等に向けた取組に努めます。
No

具体的施策

育児･介護休業の取得
52
促進

具体的施策の内容

⼥性だけでなく、男性も積極的に育
児・介護休業を取得するように、情報
誌や機関誌、各種講座などにおいて情
報提供に努めます。

各種保育サービスや介護サービス、
育児･介護サービスの
地域⽀援体制などの制度やサービスの
53 利⽤による仕事と家庭 周知に努め、サービスの利⽤を促すこ
とにより、育児・介護の負担を軽減し、
の両⽴⽀援
仕事と家庭の両⽴を⽀援します。

担当課
総務課
男⼥共同参画推進課

⼦育て⽀援課
⾼齢⽀援課
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No

54

具体的施策

広報誌や市のホームページ、パンフレ
ット等を活⽤して、ワーク・ライフ・バ
ランスについての考え⽅を広く市⺠に
発信します。
各種講座・セミナー・研修会などの学
ワーク・ライフ・バランス 習機会や、広報誌・ホームページ・情報
誌などを活⽤し、育児・介護休業を取得
に対する理解促進
しやすい環境づくりを推進します。
市内の事業所に向けて、育児休業や介
護休業、⻑時間労働の是正、休暇の取得
促進といった、仕事と家庭の両⽴のため
の制度の周知に努めます。

担当課

男⼥共同参画推進課

男⼥共同参画の視点に
55 ⽴った⼦育て⽀援のた
めの環境整備の促進

少⼦⾼齢化や⼈⼝減少社会⽀援のた
め男⼥共同参画の視点で「菊池市⼦ど
も・⼦育て⽀援事業計画」の推進に努め、
地域⼦育て⽀援拠点事業などを充実さ
せ、相談・交流、情報提供の場の拡充を
進めます。

⼦育て⽀援課

多様なニーズに対応し
た保育サービスの拡充

「菊池市⼦ども・⼦育て⽀援事業計
画」に基づき、⼀時預かり・延⻑保育・
病児病後児保育・⼦育てサポートセンタ
ー事業などを通し、多様なニーズに対応
した保育サービスの拡充を図ります。

⼦育て⽀援課

介護体制の拡充及び
介護者⽀援の充実

「菊池市⾼齢者保健福祉計画及び介
護保険事業計画」「菊池市障がい者計画
及び障がい福祉計画」の推進に努め、各
種介護サービスや⾼齢者福祉サービ
ス・障がい者福祉サービスの充実を図り
ます。
相談事業や地域の⾒守り体制を拡充
し、⽣きがいづくりや⾼齢者の介護予
防・認知症対策・障がい者の⾃⽴⽣活促
進に取り組みます。
併せて、介護者の負担軽減を図るた
め、情報提供・相談指導・交流会・介護
教室などを⾏います。

56

57

58 ひとり親家庭の⾃⽴⽀援
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具体的施策の内容

⼦育てと⽣計の担い⼿という役割を
⼀⼈で負うひとり親家庭の負担を軽減
し、親⼦ともに安定した⽣活を送れるよ
う⾃⽴⽀援を⾏います。

⾼齢⽀援課
福祉課

⼦育て⽀援課

■管理指標と⽬標
管

理

指

標

現

状

中間⽬標と実績

2014年度
2017年度
（H26年度） （H29年度）

「ワーク・ライフ・バランス｣という⾔葉を
⽬標
⑨ 「知っている」及び「聞いたことがある」 51.6％
実績
市⺠の割合

60.0％

⽬標

270件

病児・病後児保育事業の利⽤件数
⑩※ （申し込みに対する受⼊率）
⼦育てサポートセンター事業利⽤延べ

⑪ 件数

180件
302件

67.6％

525件
実績
（87.9％）
⽬標

350件

実績

283件

⽬

標

状況

2021年度

達成

70.0％

95.0％
達成 （受⼊率）

↘

360件

※計画策定時は利⽤件数のみの記載でしたが、中間⾒直しにより受⼊率を追加し、⽬標値を設定しました。
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重点⽬標５）推進体制の充実
協

⼒する体制づくり

男女共同参画計画を総合的かつ効果的に推進するためには、国際的な動き、国や県の
動きと連動しながら進める必要があります。国・県・関係機関との協力体制を強化し、
連携して取組を進めることが必要となります。
市の実施するすべての施策に男女共同参画の視点を組み入れ、男女共同参画社会の形
成に向けて推進されるよう、庁内の体制の充実を図ります。
また、本計画を具体的に進めていくためには、行政だけでなく市民一人ひとりの意識
の改革が必要とされます。そのためにも、社会のあらゆる場での市民それぞれの自主的
な取組が促進されるよう、環境を整備するとともに、市民や各種団体・事業者などとの
協働体制を構築し、施策の効果的な実施に向けた取組を推進します。

現状と課題
男女共同参画社会の形成を促進するためには、あらゆる分野にわたる全庁的施策に男
女共同参画の視点を取り入れる必要があります。そのためには、市職員の男女共同参画
についての理解を深め、それぞれの施策に男女共同参画の視点を反映できるように庁内
の連携強化と職員の意識啓発の充実が重要となります。

施策の基本⽅向
（１）市の推進体制の強化
本計画を着実に実行するため、年次的な具体的行動プログラムを策定し、施策の
計画的な推進を図るとともに、庁内推進会議を充実させます。また、男女共同参画
に関する職員研修の充実により市職員の能力向上を図ります。
No

具体的施策

具体的施策の内容

担当課

59

職員等の意識啓発及び
推進体制の強化

男⼥共同参画に関する職員研修等に
より職員の意識啓発を図ります。
管理職の管理・指導のもと職場にお
ける男⼥共同参画について意識啓発を
図ります。

男⼥共同参画推進課

60

男⼥共同参画推進
リーダー育成

職員及び市⺠において、男⼥共同参
画の視点を持ったリーダーとなる⼈材
の育成を推進します。

男⼥共同参画推進課

庁内組織である男⼥共同参画推進会
議の運営を充実し、関係課と連携、調
整を⾏いながら、総合的企画及び効果
的な施策の推進を図ります。

男⼥共同参画推進課

61 庁内推進会議の充実
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No

具体的施策

62 計画の進⾏管理

具体的施策の内容

担当課

毎年度、計画に基づく施策の実施状
況を確認し、「菊池市男⼥共同参画審
議会｣において、その状況を報告し、計
画の着実な推進を図ります。
本計画に基づく年度ごとの具体的な
⾏動とその⽬標を定めた⾏動プログラ
ムを策定し、施策の計画的な推進を図
ります。

男⼥共同参画推進課

⼥性の⼈材育成のために研修を⾏
⼥性職員に対する能⼒
い、⼥性のキャリア開発に努めます。
63 向上のための研修機会
県等の主催する⼥性職員を対象とし
の確保
た研修会への参加を推進します。
育児休業制度の取得について周知を
男性職員に対する育児 図ると共に、男性職員が育児休業制度
64
を活⽤しやすいような職場環境となる
休業取得の促進
よう、市職員の意識啓発に努めます。
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男⼥共同参画推進課
総務課

男⼥共同参画推進課

市役所内における⼥性
性別に関わらず、職員の能⼒と適性
に応じた⼈事管理を⾏います。
管理職登⽤の推進

総務課

総務課

■管理指標と⽬標
管

理

指

標

⑫ 市の男性職員の育児休業取得率
市の管理職（課⻑以上）に占める⼥性職員

⑬ の割合

市の監督職（係⻑以上）に占める⼥性

⑭ 職員の割合

現

状

中間⽬標と実績

2014年度
2017年度
（H26年度） （H29年度）

0.0％
13.5％
23.8％

⽬標

5.0％

実績

0.0％

⽬標

22.0％

実績

17.9％

⽬標

27.0％

実績

25.5％

⽬

標

状況

2021年度

→

10.0％

↗

30.0％

↗

30.0％
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参考資料

１．⽤語解説
あ Ｍ字カーブ

ＬＧＢＴ

か 菊池市男女共同参画計画

菊池市男女共同参画推進条例

さ JK ビジネス
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日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したと
き、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山にな
るアルファベットの M のような形になることをいう。これ
は、結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、
子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特
徴があるためである。
レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、
バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（こ
ころの性とからだの性の不一致）の頭文字をとったもので
あり、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称
の１つとして用いられている。
男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画行政の総
合化、効率化を図るため、計画の目標や理念を明示し、具
体的に施策の方向や内容を提示するために、菊池市が策定
している計画。
男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、
市民及び事業所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について、基本となる
事項を定めることにより、総合的計画的に推進することを
目的として制定。
女子高生による男性向けのサービスを提供する業務形
態の総称。労働基準法違反が疑われる事例があり、その実
態は性産業に近く、少女売春や犯罪などの危険があるとし
て、警察の取り締まりが強化されている。

ジェンダー

「社会的・文化的に形成された性別」のことである。人
間には生まれついての生物学的性別がある。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、女性の別をジェンダ
ーという。

女性活躍推進法
（女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律）

女性の職業生活における活躍を推進し実現するため、採
用や昇進等への積極的登用、仕事と家庭生活の両立のため
の環境整備などの基本原則を定め、働く場面で活躍したい
という希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分
に発揮できる社会を目指す法律。

女性相談員

婦人相談員並びに母子・父子自立支援員の職務であり、
権利擁護・啓発、ひとり親家庭への自立支援、ＤＶ等被害
女性への支援、女子の生きづらさへの総合支援活動を役割
としている。【窓口：子育て支援課】

性的マイノリティ

同性愛者、性同一性障害の当事者や自己の性別に違和感
を覚える人。性的少数者、セクシュアル・マイノリティと
もいう。

セクシュアル・ハラスメント

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相
手の意思に反して行われる性的な言動である。

た ダイバーシティ（多様性）

多様な人材を積極的に活用しようという考え方のこ
と。性別や人種の違いに限らず、年齢、性格、学歴、価
値観などの多様性を受け入れ、広く人材を活用すること
で生産性を高めようとすること。

男女共同参画社会基本法

「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」と位置づけ、国の政策に関する基本
方針を明らかにするとともに、基本理念や国・地方公共団
体・国民の責務、施策の基本となる事項などを定めている
法律。

男女共同参画専門委員相談

男女共同参画の取り組みや、推進に影響を及ぼすと思
われることや、性別による差別的取扱い・男女間におけ
る暴力・セクシャルハラスメント等の人権侵害に対する
相談や苦情に対して、専門の委員（弁護士・カウンセラ
ー）が相談に応じる。【窓口：男女共同参画推進課】

男女雇用機会均等法

職場において、男女に平等に機会が与えられ、待遇が
確保されることを目指す法律。また、女性労働者に関し
て、妊娠中及び出産後の健康の確保を図るなどの措置を
推進することを目的としている、

ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ）

配偶者や恋人など、親しい関係にある人からの暴力。
なぐる、けるなどの身体的な暴力だけでなく、言葉で傷
つけたり無視したりする心理的暴力や、生活費を渡さな
いなどの経済的暴力、行動を監視したりする社会的暴力、
望まない性行為を強要するなどの性的暴力などの形があ
る。

は ポジティブ・アクション

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の
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、活動に参画する機会を積極的に提供
するものであり、個々の状況に応じて実施していくもの。

ら リプロダクティブヘルツ/ライツ

性と生殖に関する健康・権利。女性が身体的・精神的・
社会的な健康を維持し、子どもを産むかどうか、いつ産
むか、どれくらいの間隔で産むかなどについて選択し、
自ら決定する権利のこと。

わ ワーク・ライフ・バランス

国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働
き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な
どにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段
階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。
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２．男⼥共同参画社会基本法
平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号
最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号
前文
第一章 総則（第一条―第十二条）
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）
第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）
附則
前文
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組
が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男
女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮すること
ができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付
け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要で
ある。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公
共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定
する。
第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実
現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及
び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定める
ことにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に
おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受
することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の
いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
（男女の人権の尊重）
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱
いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを
旨として、行われなければならない。
（社会における制度又は慣行についての配慮）
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等
を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の
形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動
の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
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（政策等の立案及び決定への共同参画）
第五条 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）
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族
の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外
の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
（国際的協調）
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男
女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
（国の責務）
第八条 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）
第九条 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）
第十条 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）
第十一条 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）
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
（男女共同参画基本計画）
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、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。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 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 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
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（都道府県男女共同参画計画等）
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければ
ならない。
２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大
綱
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的
かつ計画的に推進するために必要な事項
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」とい
う。）を定めるように努めなければならない。
４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
（施策の策定等に当たっての配慮）
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実
施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
（国民の理解を深めるための措置）
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置
を講じなければならない。
（苦情の処理等）
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に
影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他
の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために
必要な措置を講じなければならない。
（調査研究）
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他
の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
（国際的協調のための措置）
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報
の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講
ずるように努めるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女
共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努
めるものとする。
第三章 男女共同参画会議
（設置）
第二十一条

内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。

（所掌事務）
第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に
関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
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三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対
し、意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男
女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に
対し、意見を述べること。
（組織）
第二十三条

会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

（議長）
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２ 議長は、会務を総理する。
（議員）
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満
であってはならない。
４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
（議員の任期）
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間
とする。
２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視
又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、
必要な協力を依頼することができる。
（政令への委任）
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政
令で定める。
附則 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。
（経過措置）
第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定に
より置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存
続するものとする。
２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員で
ある者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における
旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同
一の期間とする。
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３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で
ある者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条
第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する
委員として指名されたものとみなす。
附則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
（職員の身分引継ぎ）
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産
業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行
政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委
員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、
別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において
「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前
の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で
定めるものの相当の職員となるものとする。
（別に定める経過措置）
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で
定める。
附則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
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３．熊本県男⼥共同参画推進条例
平成 13 年 12 月 20 日公布、熊本県条例第 59 号
前文
男女が、互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮で
きる男女共同参画社会の実現は、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会経済情勢が急速に変化するなか
にあって、県民一人一人が人として尊重される真に豊かで活力のある地域を実現するために重要な課題である。
本県においては、男女共同参画社会の実現に向け様々な取組が進められてきたが、性別による固定的な役割分
担意識や男女の生き方の自由な選択に影響を及ぼす慣行が依然として存在するなど多くの課題が残されており、社
会のあらゆる分野において男女共同参画をさらに進めていくことが求められている。
男女共同参画社会の実現が、本県の将来を決定する重要な課題であることを深く自覚し、県、県民、事業者及び
市町村が連携協力しながら、男女共同参画社会の形成に向けた取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条
例を制定する。
第一章 総則（第一条～第十四条）
（目的）
第一条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者（県内におい
て事業活動を行うすべてのものをいう。以下同じ。）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
進に関する施策について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）
第二条 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。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること
ができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のい
ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
（男女の人権の尊重）
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱
い（明確な差別的意図がなくとも、差別を容認したと認められる取扱いを含む。）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）
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が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）
第五条 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、県その他の団体における政策又は方
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）
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、
家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活
における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）
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女
共同参画社会の形成は、国際的な協調の下に行われなければならない。
（県、県民、事業者及び市町村の協働）
第八条 男女共同参画社会の形成は、県、県民、事業者及び市町村の主体的な取組及び相互の連携協力により促
進されることを旨として、これらの者の協働の下に行われなければならない。
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（県の責務）
第九条 県は、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、及び実施しなければならない。
２ 県は、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。
（県民の責務）
第十条 県民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、自ら男女共
同参画社会の形成に努めなければならない。
（事業者の責務）
第十一条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自ら男女共同参画社会の形成に努
め、男女が対等に事業活動に参画できる機会を確保し、及び職業生活における活動と他の活動とを両立できる職
場環境を整備するよう努めなければならない。
（市町村との連携）
第十二条 県は、市町村の男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画の策定及び施策の推進を支援
するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 県は、市町村に対し、県が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策への協力を求めることができる。
（男女共同参画社会の形成を阻害する行為の禁止）
第十三条 何人も、男女共同参画社会の形成を阻害する次に掲げる行為をしてはならない。
一 職場、学校、地域、家庭等のあらゆる場における性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害る行為
又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行為
二 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に対し身体的又は精神的
な苦痛を与える暴力的な行為その他の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的な行為
（公衆に表示する情報における表現への配慮）
第十四条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力を助長し、
又は連想させる表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。
第二章 男女共同参画社会の形成に関する施策の推進（第十五条～第二十四条）
（男女共同参画計画の策定等）
第十五条 知事は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同
参画の推進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。
２ 男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、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 知事は、男女共同参画計画を定めようとするときは、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、
熊本県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
４ 知事は、男女共同参画計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
５ 前二項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
（県民及び事業者の理解を深めるための措置）
第十六条 県は、広報活動を通じて基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講ずるもの
とする。
２ 県は、学校教育及び社会教育を通じて基本理念に関する県民の理解を深めるよう、男女共同参画に関する教育
及び学習の充実のための適切な措置を講ずるものとする。
（職業生活と家庭生活等との両立の促進）
第十七条 県は、男女が共に職業生活と家庭生活等とを両立することができるよう、保育及び介護に関するサービス
の充実、職場における環境づくりの促進等のための適切な措置を講ずるものとする。
（農山漁村における男女共同参画社会の形成の促進）
第十八条 県は、農山漁村において、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、農林水産業経営及
びこれに関連する活動又は地域における活動に共同して参画する機会を確保するため、活動の支援、条件の整
備等必要な措置を講ずるものとする。
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(県の附属機関の委員の選任における配慮等）
第十九条 知事その他の県の執行機関は、その管理に属する附属機関等を組織する委員その他の構成員の選任に
当たっては、できる限り男女の数の均衡を図るものとする。
２ 知事その他の県の任命権者は、その職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、その能力に応じ均等な機会
を確保するよう努めるものとする。
（調査研究）
第二十条 県は、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及び研究を行うものとする。
（推進体制の整備等）
第二十一条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整
備を図るとともに、必要な法制上又は財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
（拠点施設の設置）
第二十二条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施し、並びに県民及び男女共同参画社会の
形成を推進する団体が行う男女共同参画社会の形成に関する活動を支援するための拠点となる施設を設置するも
のとする。
（苦情の処理等）
第二十三条 県民又は事業者は、県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苦情があるときは、知事に申し出ることができる。
２ 県民又は県内に在勤若しくは在学する者は、第十三条に掲げる行為その他の男女共同参画社会の形成を阻害
する行為を受けたときは、知事に相談を申し出ることができる。
３ 知事は、第一項に規定する苦情の申出について、迅速かつ適切に処理するための体制を整備するとともに、その
処理のため必要があると認めるときは、熊本県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
４ 知事は、第二項に規定する相談の申出について、迅速かつ適切に処理するため相談員の設置等必要な体制を
整備するとともに、必要に応じ関係機関と連携してその処理に努めるものとする。
（年次報告）
第二十四条 知事は、男女共同参画社会の形成の状況及び男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施
状況を明らかにするため、毎年度、報告書を作成し、これを公表するものとする。
第三章 熊本県男女共同参画審議会（第二十五条～第二十七条）
（審議会の設置）
第二十五条 知事の附属機関として、熊本県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
２ 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 男女共同参画計画の策定に関する事項
二 第二十三条第一項の苦情の処理に関する事項
三 県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評価に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関する重要事項
３ 審議会は、前項各号に掲げる事項について、知事に意見を述べることができる。
（組織）
第二十六条 審議会は、委員十人以内で組織し、男女のいずれの委員の数も、委員の総数の十分の四未満であっ
てはならない。
２ 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４ 委員は、再任されることができる。
（専門部会）
第二十七条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
第四章 雑則（第二十八条）
（雑則）
第二十八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。
附則
１ この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
２ 男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）第十四条第一項の規定により定められた男女共同参
画計画は、第十五条の規定により定められた男女共同参画計画とみなす。

47

４．菊池市男⼥共同参画推進条例
平成 17 年 3 月 22 日
条例第 8 号
目次
前文
第 1 章 総則(第 1 条―第 9 条)
第 2 章 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進(第 10 条―第 18 条)
第 3 章 菊池市男女共同参画審議会(第 19 条―第 21 条)
第 4 章 雑則(第 22 条)
附則
男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に
発揮できる男女共同参画社会の実現は、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会経済情勢が急速に変
化する中にあって、市民一人ひとりが人として尊重される真に豊かで活力のある菊池市の実現のために重要
な課題であります。
本市は、個人の尊厳と法の下の平等をうたう日本国憲法の理念にのっとり、人権問題に積極的に取り組む
とともに、男女共同参画社会を目指す行動計画の策定や、農業・農村男女共同参画推進事業の実施など、男
女共同参画社会の実現に向けたさまざまな取組を進めています。
しかしながら今なお、性別による固定的な役割分担意識や、男女の生き方の自由な選択に影響を及ぼす慣行
が依然として存在し、配偶者等からの暴力に悩む市民がいることや、市民の意識に男女の不平等感があるな
ど、真の男女平等の達成にはまだ多くの課題が残されており、社会のあらゆる分野において男女共同参画を
更に進めていくことが求められています。
このような認識の下に、市、市民及び事業者が協働して男女共同参画社会の形成に向けた取組を総合的か
つ計画的に推進するため、この条例を制定します。
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務
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(積極的改善措置を含む。以下「男
女共同参画推進施策」という。)について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。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、当該言動を受けた個人の生活環境を害する行為又は
性的言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行為をいう。
(基本理念)
第 3 条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い(明確な差別的意図がなくと
も、差別を容認したと認められる取扱いを含む。)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。
(2) 社会における制度又は慣行についての配慮
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こと。
(3) 政策等の立案及び決定への共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、市及び事業者における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画
する機会が確保されること。
(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立
家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、家族の介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活における活動以外の活動を
行うことができるようにすること。
(5) 生涯を通じた健康への配慮
男女が対等な関係の下に、互いの性について理解を深めることにより、妊娠、出産等に関して互いの意思
が尊重され、かつ、生涯にわたって心身ともに健康な生活が営まれるよう配慮されること。
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(6) 国際的協調
男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女
共同参画社会の形成は、国際的な協調の下に行われなければならないこと。
(実現すべき姿)
第 4 条 男女共同参画社会の形成に当たっては、前条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、市、市民及び事業者は、次に掲げる実現すべき姿の達成に努める
ものとする。
(1) 家庭において実現すべき姿
ア 家族一人ひとりがお互いの個性を尊重し、多様な生き方を選択できる家庭
イ 家族が共に協力し、家事、子育て及び家族の介護を担い合う家庭
ウ 配偶者間における身体的、精神的、性的及び経済的な苦痛を与える暴力的な行為がなく、家族一人ひと
りがお互いの人権を認め合う家庭
(2) 職場において実現すべき姿
ア 採用、配置、賃金、昇進等についての男女格差が解消され、個人の意欲、能力、個性等が十分に発揮で
きるいきいきとした職場
イ 男女がともに育児、介護等の休業が取得でき、長時間労働のない職場環境が確保され、仕事と家庭が両
立できる職場
ウ セクシュアル・ハラスメントがなく、安心して働ける職場
エ 男女が方針の決定にともに参画できる職場
(3) 学校において実現すべき姿
ア 性別のみにとらわれず、個性と能力が尊重される教育が推進される学校
イ 人権教育が進み、人を思いやる心が育つ学校
(4) 地域社会において実現すべき姿
ア 性別による固定的な役割分担意識を反映し、男女共同参画社会形成の支障となる慣習やしきたりのみに
とらわれず、男女がともに意思決定に参画できる地域
イ 男女の人権が尊重され、対等に地域活動に参画し、それぞれの能力が発揮できる魅力ある地域
(市の責務)
第 5 条 市は、市の重点施策として、基本理念にのっとり、男女共同参画推進施策を総合的に策定し、及び
実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画推進施策を策定し、及び実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体
との連携に努めなければならない。
3 市は、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。
(市民の責務)
第 6 条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職楊、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、自
ら男女共同参画社会の形成に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 7 条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自ら男女共同参画社会の形成
に努め、男女が対等に事業活動に参画できる機会を確保し、及び職業生活における活動と他の活動とを両
立できる環境を整備するように努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による人権侵害の禁止)
第 8 条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において性別による差別的な取扱いをして
はならない。
2 何人も、男女間における身体的、精神的、性的及び経済的な苦痛を与える暴力的な行為及びセクシュアル・
ハラスメントを行ってはならない。
(公衆に表示する表現への配慮)
第 9 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力を助長
し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
第 2 章 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進
(計画の策定等)
第 10 条 市は、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、男女共同参画の推進に関する基
本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定し、これを公表しなければならない。
2 市は、男女共同参画計画を策定しようとするときは、広く市民の意見を反映させるとともに、菊池市男女
共同参画審議会に意見を求めなければならない。
3 前 2 項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
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(調査研究)
第 11 条 市は、男女共同参画推進施策の策定において必要な調査及び研究を行うものとする。
(推進体制の整備等)
第 12 条 市は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制を整備するとともに、必要
な法制上又は財政上の措置を講ずるものとする。
(職業生活と家庭生活等との両立の促進)
第 13 条 市は、男女が共に職業生活と家庭生活等を両立することができるよう、保育及び介護に関するサー
ビスの充実のための適切な措置を講ずるものとする。
(教育の推進及び生涯学習の支援)
第 14 条 市は学校教育、家庭教育及び社会教育その他のあらゆる教育を通じて基本理念に関する市民の理解
を深めるよう、男女共同参画に関する教有の充実のための必要な措置を講ずるとともに、市民の男女共同
参画に関する生涯学習を支援するものとする。
(積極的改善措置)
第 15 条 市は、審議会等を設置するに当たり、条例等に委員の数が男女のいずれかに偏らないように比率を
定めるなど、できるだけ男女が共に政策や方針の決定過程に参画できる機会を確保するものとする。
2 市長その他の市の任命権者は、その職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、その能力に応じ均等な
機会を確保するように努めるものとする。
(啓発活動)
第 16 条 市は、男女共同参画社会の形成の促進において、市民及び事業者の理解を深めるため、啓発活動を
行うものとする。
(農林業における男女共同参画の推進)
第 17 条 市は、農林業において、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、農林業経営及び
これに関連する活動又は地域における活動に共同して参画する機会を確保するため、活動の支援、条件の
整備等必要な措置を講ずるものとする。
(苦情等の処理)
第 18 条 市民又は事業者は、市が実施する男女共同参画推進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苦情があるときは、市長に申し出ることができる。
2 市民は、第 8 条に掲げる行為その他の男女共同参画社会の形成を阻害する行為を受けたときは、市長に相
談を申し出ることができる。
3 市長は、前 2 項に規定する苦情又は相談の申出について、迅速かつ適切に処理するための機関を設置する
とともに、必要に応じて、関係機関と連携してその処理に努めるものとする。
第 3 章 菊池市男女共同参画審議会
(設置)
第 19 条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、菊池市男女共同参画審議会(以下「審
議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第 20 条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 第 10 条に規定する男女共同参画計画に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項
2 審議会は、男女共同参画の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第 21 条 審議会は、市長が委嘱する委員 20 人以内で組織し、男女いずれの委員の数も、委員の総数の 10
分の 4 未満であってはならない。
2 委員の任期は、2 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。
3 委員は、再任されることができる。
第 4 章 雑則
(委任)
第 22 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成 17 年 3 月 22 日から施行する。
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５．菊池市男⼥共同参画推進条例施⾏規則
平成 17 年３月 22 日
規則第８号
改正 平成 18 年規則第 10 号
平成 22 年規則第８号
平成 24 年規則第 10 号
平成 26 年規則第 12 号
（注）平成 22 年１月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第１条 この規則は、菊池市男女共同参画推進条例（平成 17 年条例第８号。以下「条例」という。）の施行
に関し必要な事項を定めるものとする。
（苦情等の処理）
第２条 条例第 18 条第３項に規定する機関として、男女共同参画専門委員（以下「専門委員」という。）を
置く。
２ 専門委員は、３人以内とし、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちか
ら、市長が委嘱する。
３ 市長は、専門委員が心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認めるとき、又は専門委員に職務上の
義務違反その他専門委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。
４ 専門委員の任期は、２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。
５ 専門委員は、再任されることができる。
（職務等）
第３条 専門委員の職務は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 条例第 18 条第１項の規定による苦情の申出について、調査し、必要に応じて市長に対し説明及び関
係資料等の提出を求め、必要があると認めるときは、勧告等を行うこと。
(2) 条例第 18 条第２項の規定による相談の申出について、調査し、必要に応じて関係者に対し、その協
力を得た上で資料の提供及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望
等を行うとともに、市長に対して勧告するよう求めること。
(3) 前２号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。
２ 専門委員は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。
３ 専門委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行う。
(1) 職務の執行の方針に関する事項
(2) 職務の執行の計画に関する事項
(3) その他専門委員が合議により処理することが適当であると認められる事項
４ 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
（苦情等の申出）
第４条 条例第 18 条第１項又は第２項の規定による申出は、書面（様式第１号）により行うものとする。た
だし、専門委員が特別の理由があると認めたときには、口頭ですることができる。
２ 前項ただし書の規定により口頭による申出があったときは、専門委員は、その内容を聴取し、書面に記
録するものとする。
（調査しない申出）
第５条 専門委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。
(1) 判決、裁判等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 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（昭和 47 年法律第 113 号）そ
の他法令の規定により処理すべき事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 条例又はこの規則に基づく専門委員の行為に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、専門委員が調査することが適当でないと認める事項
２ 専門委員は、条例第 18 条第２項の規定による申出が、当認申出の原因となった事実の発生の日から１年
を経過した日以降に行われたときは、当該申出については調査しないものとする。ただし、正当な理由が
あると認めたときは、この限りでない。
３ 専門委員は、前２項の規定により調査をしないときは、その旨及び理由を書面（様式第２号）により当
該申出を行った者に通知するものとする。
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（調査を行う場合の通知）
第６条 専門委員は、条例第 18 条第１項又は第２項の規定による申出について、調査を行おうとするときは、
市長又は関係者に対し、その旨を書面（様式第３号）により通知するものとする。ただし、条例第 18 条第
２項の規定による申出について相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知する
ことができる。
２ 専門委員は、第３条第１項第１号又は第２号の規定により市長又は関係者に対し説明及び関係資料の提
出を求めるときは、書面（様式第４号及び様式第５号）により依頼するものとする。
（調査結果等の通知）
第７条 専門委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を速やかに当該申出をした者に対し書
面（様式第６号）により通知するものとする。この場合において、第３条第１項第１号の勧告等又は同項
第２号の助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出をした者に通知するものとする。
２ 専門委員は、第３条第１項第１号の勧告等又は同項第２号の助言、是正の要望等を行わないときは、そ
の結果を速やかに前条第１項の規定により調査開始の通知をした市長又は関係者に対し、書面（様式第７
号）により通知するものとする。
（勧告、意見表明及び助言）
第８条 専門委員は、第３条第１項第１号の申出について調査した結果、必要があると認めるときは、市長
に対し書面（様式第８号）にて同号の勧告のほか、意見表明又は助言をするものとする。
（助言、是正の要望等）
第９条 専門委員は、第３条第１項第２号の助言を口頭で行った場合において、当該関係者から当該助言の
趣旨及び内容を記載した文書の交付を求められたときは、書面（様式第９号）により交付するものとする。
２ 第３条第１項第２号の是正等の要望等は、書面（様式第 10 号）により行うものとする。
３ 専門委員は、市長に対して第３条第１項第２号の勧告を求めるときは、書面（様式第 11 号）により行う
ものとする。
４ 市長は、前項により勧告を求められた場合において、必要があると認めるときは、書面（様式第 12 号）
により勧告するものとする。
（是正その他の措置の報告）
第 10 条 専門委員は、第８条の勧告、意見表明又は助言を行ったときは、市長に対し是正その他の措置につ
いて、相当の期限を設けて書面（様式第 13 号）にて報告を求めるものとする。
（処理状況の報告）
第 11 条 専門委員は、毎年度１回、申出の処理の状況及びこれに関する所見等について、市長に報告するも
のとする。
（審議会の会長等）
第 12 条 条例第 19 条に規定する菊池市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長
各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（審議会の会議）
第 13 条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
（審議会の部会）
第 14 条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
４ 部会長は、部会の会務を総理する。
５ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」
と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
（庶務）
第 15 条 審議会の庶務は、総務部男女共同参画推進課において処理する。
（その他）
第 16 条 この規則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
この規則は、平成 17 年３月 22 日から施行する。
附 則（平成 18 年規則第 10 号）
この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。
附 則（平成 22 年規則第８号）
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この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。
附 則（平成 24 年規則第 10 号）
この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。
附 則（平成 26 年規則第 12 号）
この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。
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６．菊池市男⼥共同参画審議会委員名簿
【計画策定時】
No.

⽒

名

性別

所

属

1

⽣野

繁⼦

⼥

九州看護福祉⼤学

2

中村

貞信

男

区⻑協議会

3

村上

誠治

男

農業委員会

4

松岡

紀代⼦

⼥

⼥性団体代表者会

5

楠⽥

純司

男

市ＰＴＡ連絡協議会

6

緒⽅

登志⼦

⼥

市内⼩中学校⻑会

7

稲継

智康

男

商⼯会

8

内村

⼋千代

⼥

⺠⽣児童委員協議会連合会

9

⼯藤

清⼦

⼥

市⺠代表（⼀般公募）

10

内⽥

利美

⼥

市⺠代表（⼀般公募）

11

緒⽅

純⼀

男

市⺠代表（⼀般公募）

【中間⾒直し時】
No.
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⽒

名

性別

所

属

1

倉⽥

賀世

⼥

熊本⼤学法学部

2

坂井

正次

男

区⻑協議会

3

永⽥

孝⼦

⼥

農業委員会

4

松永

信⼦

⼥

⼥性団体代表者会

5

中⼭

正⺒

男

市ＰＴＡ連絡協議会

6

川上

繁美

⼥

市内⼩中学校⻑会

7

福島

孝次

男

商⼯会

8

渡邊

康代

⼥

⺠⽣委員児童委員協議会連合会

9

⼯藤

清⼦

⼥

市⺠代表（⼀般公募）

10

内⽥

利美

⼥

市⺠代表（⼀般公募）

11

緒⽅

純⼀

男

市⺠代表（⼀般公募）

７．男⼥共同参画に関する世界、国、県の動き
年
1975 年
(昭和 50 年)

世界の動き
国際婦人年
国際婦人年世界会議(メキシコシテ
ィ)「世界行動計画」採択

国の動き
婦人問題企画推進本部設置
婦人問題企画推進会議開催
「国内行動計画」策定
「国立女性教育会館」設置

1977 年
(昭和 52 年)
1979 年
(昭和 54 年)

第 34 回国連総会で「女子差別撤廃
条約」採択

1980 年
(昭和 55 年)

｢国連婦人の十年」中間年世界会
議開催（コペンハーゲン）
「国連婦人の十年後半期行動プロ
グラム」採択

1981 年
(昭和 56 年)

「国内行動計画後期重点目標」策
定

1985 年
(昭和 60 年)

「国籍法」の改正
｢男女雇用機会均等法」の公布
｢女子差別撤廃条約｣批准

1986 年
(昭和 61 年)

婦人問題企画推進本部拡充
婦人問題企画推進有識者会議開
催

1987 年
(昭和 62 年)

｢西暦 2000 年に向けての新国内行
動計画」策定

国連婦人の地位委員会拡大会期
国連経済社会理事会「婦人の地位
向上のためのナイロビ将来戦略に
関する第１回見直しと評価に伴う勧
告及び結論」採択

1991 年
(平成３年)

「育児休業法」の公布

1994 年
(平成６年)

男女共同参画室・男女共同参画審
議会（政令）・男女共同参画推進本
部設置

1995 年
(平成７年)

第４回世界女性会議―平等、開
発、平和のための行動（北京）
「北京宣言及び行動綱領」採択

「育児休業法」の改正（介護休業制
度の法制化）

1996 年
(平成８年)

男女共同参画推進連携会議（えが
りてネットワーク）発足
｢男女共同参画 2000 年プラン」策定

1997 年
(平成９年)

男女共同参画審議会設置（法律）
「男女雇用機会均等法」改正
「介護保険法」公布

1999 年
(平成 11 年)

｢男女共同参画社会基本法」公布・
施行
｢食料・農業・農村基本法」公布・施
行

2000 年
(平成 12 年)

商工労働水産部労政課に婦人行
政担当窓口設置

福祉生活部県民生活総室に婦人
対策室設置

1988 年
(昭和 63 年)

1990 年
(平成２年)

熊本県の動き

国連特別総会「女性 2000 年会議」
（ニューヨーク）

｢男女共同参画基本計画」閣議決定

男女共同参画社会形成のための総
合的指針「ハーモニープランくまもと」
策定
「熊本県農山漁村女性ビジョン」策
定

環境生活部に男女共同参画課設置
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年

国の動き

熊本県の動き

2001 年
(平成 13 年)

男女共同参画局設置
男女共同参画会議設置
｢配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」(通称:Ｄ
Ｖ防止法)施行
第１回男女共同参画週間「仕事と
子育ての両立支援策の方針につい
て」閣議決定

2002 年
(平成 14 年)

アフガニスタンの女性支援に関する
懇談会開催

男女共同参画推進条例施行
男女共同参画センター開設

2003 年
(平成 15 年)

「女性のチャレンジ支援策の推進に
ついて」男女共同参画推進本部決
定
「少子化社会対策基本法」公布・施
行
女子差別撤廃条約実施状況第４回・
５回報告審議
「次世代育成支援対策推進法」公
布・施行

環境生活部に男女共同参画・パー
トナーシップ推進課設置

2004 年
(平成 16 年)

「女性国家公務員の採用・登用の
拡大等について」男女共同参画推
進本部決定
「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」改正

熊本県男女共同参画計画「ハーモ
ニープランくまもと２１」策定「熊本県
農山漁村男女共同参画推進プラ
ン」策定

｢男女共同参画基本計画（第２次)」
閣議決定
「女性の再チャレンジ支援プラン」
策定

「熊本県配偶者等からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する基本
計画」策定

2006 年
(平成 18 年)

「国の審議会等における女性委員
の登用の促進について」男女共同
参画推進本部決定
「男女雇用機会均等法」改正
東アジア男女共同参画担当大臣会
合開催
「女性の再チャレンジ支援プラン」
改定

総務部に男女共同参画・パートナー
シップ推進課移管
「第 2 次熊本県男女共同参画計画」
（ハーモニープランくまもと 21）策定
「熊本県農山漁村男女共同参画推
進プランⅡ～ステップアッププラン
～」策定

2007 年
(平成 19 年)

「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」改正
「短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」改正
「子どもと家族を応援する日本」重
点戦略とりまとめ
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）憲章」及び「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」策定

2008 年
(平成 20 年)

「女性の参画加速プログラム」男女
共同参画推進本部決定
女子差別撤廃条約実施状況第６回
報告提出

2009 年
(平成 21 年)

「育児・介護休業法」改正
女子差別撤廃条約実施状況第６回
報告審議

2005 年
(平成 17 年)
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世界の動き

国連「北京＋10」世界閣僚級会合
（ニューヨーク）

「熊本県配偶者等からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する基本
計画（第２次）」策定

2010 年
(平成 22 年)

年

国連「北京+15」記念会合
（ニューヨーク）

世界の動き

2011 年
(平成 23 年)

ＵＮ Ｗｏｍｅｎ 正式発足

2012 年
(平成 24 年)

第 56 回国連婦人の地位委員会「自
然災害におけるジェンダー平等と女
性のエンパワーメント」決議案採択

2015 年
（平成 27 年）

2016 年
（平成 28 年）

2017 年
（平成 29 年）

2018 年
（平成 30 年）

国の動き

熊本県の動き
環境生活部に男女参画・協働推進
課移管
「第３次熊本県男女共同参画計画」
（ハーモニープランくまもと 21）策定
「熊本県農山漁村男女共同参画推
進プランⅢ～ステップアッププラン
～」策定

「『女性の活躍促進による経済活性
化』行動計画」策定
若者・女性活躍推進フォーラムの開
催・提言
「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律」改正
「日本再興戦略」の中核に「女性の
活躍推進」が位置づけられる

2013 年
（平成 25 年）

2014 年
（平成 26 年）

ＡＰＥＣ第 15 回女性リーダーズネッ
トワーク（ＷＬＮ）会合
第８回男女共同参画担当者ネットワ
ーク（ＧＦＰＮ）会合
「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」改定
「男女共同参画基本計画（第３次）」
閣議決定

第 58 回国連婦人の地位委員会
「自然災害におけるジェンダー平等
と女性のエンパワーメント」決議案
採択
国連「北京+20」記念会合（第 59 回
国連婦人の地位委員会（ニューヨ
ーク））
第 3 回国連防災世界会議（仙台）
「仙台防災枠組」採択
UN Women 日本事務所開設
「持続可能な開発のための 2030 ア
ジェンダ」（SDGｓ）採択

「日本再興戦略」改訂 2014 に「『女
性が輝く社会』の実現」が掲げられ
る

「女性活躍加速のための重点方針
2015」策定
「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」公布
「第 4 次男女共同参画計画」閣議決
定
安保理決議 1325 号等の履行に関
する「女性・平和・安全保障に関す
る行動計画」策定
女子差別撤廃条約実施状況第 7 回
及び第 8 回報告審議
「女性の活躍推進のための開発戦
略」策定
「育児・介護休業法」及び「男女雇用
機会均等法」等の改正
Ｇ7 伊勢・志摩サミット「女性の能力
開花のためのＧ7 行動指針」及び
「女性の理系キャリア促進のための
イニシアティブ（WINDS）」に合意

「熊本県配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関する基本
計画（第３次）」策定

「熊本県女性の社会参画加速化戦
略」策定

「第４次熊本県男女共同参画計画」
策定
「熊本県女性の活躍推進計画」策
定

刑法改正(強姦罪の構成要件及び
法定刑の見直し等)

「政治分野における男女共同参画
の推進に関する法律」公布・施行
「セクシュアル・ハラスメント対策の強
化について～メディア・行政間での
事案発生を受けての緊急対策～」

男女共同参画センター業務を指定
管理者へ一部委託
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の策定
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８．男⼥共同参画に関する菊池市の取組
■2004(平成 16)年度
〇 平成 17 年 3 月 22 日合併（旧菊池市、旧七城町、旧旭志村、旧泗水町）
〇 「菊池市男女共同参画推進条例」の制定
〇 男女共同参画専門委員相談を開始
〇 男女共同参画審議会を設置
〇 総務部人権啓発課男女共同参画推進室を設置
■2006(平成 18)年度
〇 総務部男女共同参画推進室を設置
〇 男女共同参画に関する市民意識調査の実施
〇 「菊池市男女共同参画計画」（平成 18～21 年度）の策定
■2009(平成 21)年度
〇 男女共同参画に関する市民意識調査の実施
〇 （第 2 次）「菊池市男女共同参画計画」（平成 22～26 年度）の策定
■2010(平成 22)年度
〇 総務部男女共同参画推進課を設置
〇 菊池市男女共同参画宣言都市推奨事業の開催、男女共同参画都市を宣言
■2014(平成 26)年度
〇 男女共同参画に関する市民意識調査の実施
〇 （第 3 次）「菊池市男女共同参画計画」（平成 27～33 年度）の策定
■2018(平成 30)年度
〇 男女共同参画に関する市民意識調査の実施
〇 現行の（第 3 次）「菊池市男女共同参画計画」の進捗状況の確認と、社会情勢等を
踏まえた中間見直しを行い、「菊池市男女共同参画計画」（改訂版）を策定
〇 「菊池市男女共同参画計画」（改訂版）の施策の一部を、「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）」に規定する「女性活躍推進計画」に位置付けた
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