


 

 

 
 本市では、「宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例」に 
基づき、平成２６年に計画期間を１０年とする「第２次宮崎 
市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実 
現のために様々な施策を推進してまいりました。 
 しかしながら、依然として地域社会においては、性別によ 
る固定的な役割分担意識やこれに基づく慣行や慣習などが存 
在しております。 
このような中、様々な社会情勢の変化に対応するため、国の「第４次男女共

同参画基本計画」及び県の「第３次みやざき男女共同参画プラン」を勘案し、

中間年度である平成３０年度に「第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）」

を策定いたしました。 
今回の計画では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の施行

を踏まえるとともに、性の多様性に関する内容も加え、本市が重点的に取り組

んでいく施策として、「男性・子どもにとっての男女共同参画の促進」「性の多

様性に関する正しい知識の定着のための啓発・教育の充実」「男女共同参画によ

る防災対策の推進」の３つを掲げております。 
今後は、この計画に基づき、関係機関との連携を更に深めながら、市民の皆

様と共に「性別にかかわりなく ひとりひとりが輝き 思いやりのあるまち」

となるよう取組を進め、すべての人の人権が尊重され、個性と能力を十分に発

揮できる社会の実現を目指してまいりますので、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 
最後に、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました「宮崎市男女

共同参画社会づくり推進審議会」をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただき

ました皆様に対しまして心から感謝申し上げます。 
 
 

平成３１年３月 

宮崎市長   戸敷 正 
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第１章 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

 平成１１年（１９９９年）に男女共同参画社会基本法*が制定され、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、仕事や家庭生活な

ど、様々な活動において、その個性と能力を十分に発揮することが求められています。 

このような状況の中、国は男女共同参画社会*の実現を、２１世紀の我が国社会を

決定する最重要課題として位置付け、現在、第４次男女共同参画基本計画に基づく取

り組み等が進められています。 

 

本市においても、平成１６年（２００４年）３月に、「宮崎市男女共同参画基本計

画」（計画期間１０年）を策定し、さらに平成１８年（２００６年）１月には「宮崎

市男女共同参画社会づくり推進条例」を施行しており、これら条例や基本計画に基づ

いて、男女共同参画社会の実現のために様々な施策を推進してきました。 

平成２１年（２００９年）３月には、「宮崎市男女共同参画基本計画」を改訂し、

さらに平成２６年（２０１４年）３月には「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」を

策定しました。しかしながら、「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」の結果

から、男性と女性の役割を固定化する意識は依然として存在しており、男女共同参画

社会の実現にはいまだ多くの課題があります。また、社会情勢を考慮すると、女性の

活躍推進や性の多様性を尊重するための支援もさらに必要性が増しております。 

そこで、「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」の理念を引き継ぎ、男女が性別に

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、今回「第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）」を策定するもの

です。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）では、男女共同参画社会基本法第 

１４条及び宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例第１５条に基づき、本市における

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、

市が実施する施策の基本的な方向性を示しています。 

 また、本計画は、第五次宮崎市総合計画及び関連計画等と連携を図りながら、市の

各分野の施策を男女共同参画の視点で横断的に捉えています。 

さらに、本計画に掲げる課題の解決に向け、社会情勢や市全体の施策方針等を踏ま

えて宮崎市男女共同参画行動計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、総合

的に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

＊男女共同参画社会基本法 平成 11 年（1999 年）6月 23 日公布、施行。この法律は、男女共同参
画社会の形成に関する５つの基本理念を定め、この基本理念にのっとり、国や地方公共団体は男女共同
参画社会の形成に関する施策を策定・実施すること、国民は男女共同参画社会の形成に努めること、と
いうそれぞれの責務を明らかにしている。 
 

＊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のこと。 
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また本計画を、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活

躍推進法*」）」第６条第２項に基づく市町村推進計画として位置づけます。 

  また本計画を、「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（以下

「DV 防止法*」）」第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画として位置づけ、

「宮崎市 DV 防止・被害者支援計画」（平成２９年度（２０１７年度）～平成３５年

度（２０２３年度））を包括した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次 

宮崎市 

総合計画 

 
第２次宮崎市 

男女共同参画基本計画 
（改訂版） 

 

 

 

 

宮崎市男女共同参画 

行動計画 

国 第４次男女共同参画基本計画    

県 第３次みやざき男女共同参画プラン 

連

携 

宮崎市男女共同参画 

社会づくり推進条例 

宮崎市女性活躍

推進計画 

宮崎市ＤＶ防止・

被害者支援計画

勘 案 

 

＊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）  
平成 28 年（2016 年）4 月 1 日全面施行。10 年間の時限立法。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できる環境を整備する
ために制定された。 
 

＊DV 防止法（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）  
「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」として平成 13 年（2001 年）4月 13 日交付、
10 月 13 日施行。平成 26 年（2014 年）1月 3日施行の改正によって法律名を「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」に改め、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害
者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなった。 

男女共同参画社会基本法  
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 31 年度（2019 年度）から平成 35 年度（2023 年度）

までの５年間とします。 

ただし、この間、社会情勢の変化等に適切に対応し、施策を効果的に進めるため、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

４ 基本的視点 

● 第２次宮崎市男女共同参画基本計画に掲げる施策の実施状況や成果等を踏まえ

て作成しています。 

● 国の第４次男女共同参画基本計画や平成 29 年に実施した「宮崎市男女共同参画

に関する市民意識調査」の結果等を踏まえて作成しています。 

● 施策の実効性を高めるため、指標を掲げ目標値を設定しています。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 

１ 条例 

 

 本市では、平成１８年（２００６年）１月１日に施行した「宮崎市男女共同参画社

会づくり推進条例」の７つの理念に基づいて男女共同参画社会の実現を目指していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 性別にかかわりなく、すべての人の人権の尊重 

   すべての人の個人としての尊厳が重んぜられ、差別的な取り扱いを受けることなく、性

別にかかわりなく、個人として能力を発揮できるようにしましょう。 

２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

  すべての人が活動していくうえで、性別による固定的な役割分担等に基づく社会の 

制度や慣行が人々の自由な活動に偏った影響を及ぼさないように配慮しましょう。 

３ 政策等の立案及び決定への共同参画 

   性別にかかわりなく、すべての人が対等なパートナーとして、政策又は方針の立案や   

決定に共同して参画する機会を確保しましょう。 

４ 多様な活動に参画する機会の確保 

性別にかかわりなく、すべての人が職場・家庭・地域等、あらゆる分野の様々な活動 

に参画できるようにし、主要な役割が性別により偏ることのないように配慮しましょう。 

５ 教育における配慮 

    学校・地域・家庭等あらゆる場面で行われる教育が、男女共同参画の考え方にのっ 

とったものであり、生涯にわたってすべての人にそのような教育や学習の機会が確保され 

るようにしましょう。 

６ 性の尊重に基づく健康への配慮 

   性別にかかわりなく、すべての人がそれぞれの性に関する身体的特徴を理解し、妊娠・

出産その他の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重され、生涯にわたって健康 

な生活が営めるよう配慮しましょう。 

７ 国際理解及び国際協力 

    国際的な取組にも目をむけ、国際理解と国際協力の理念の下に男女共同参画社会  

づくりを推進しましょう。 

宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例の基本理念 
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２ 計画の目指すべき姿

本市では、すべての市民が生き生きと暮らし、共に支え合うやすらぎのあるまちを

つくり、次の世代に引き継いでいくことを目指しています。

この目標とする将来の都市像の実現に向け、本計画では、男女が性別や年齢、障が

いの有無などにとらわれず、お互いを認め合い、あらゆる分野に参画できるとともに、

自分らしく生活できる、人に優しく思いやりに満ちた社会を目指します。

３ 計画の基本目標

本計画では、基本理念を踏まえ、次の４つを基本目標として取り組んでいきます。

４ 計画の重点施策

第２次宮崎市男女共同参画基本計画における施策の成果や社会情勢の変化を踏ま

えつつ、男女共同参画社会の実現に向け、次の施策に重点的に取り組みます。

１ 男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

２ 人権が尊重され、だれもが安心して暮らせる社会づくり

３ 性別にかかわりなくあらゆる分野で活躍でき、多様な生き方が選択できる社

会づくり

４ ＤＶを許さない社会づくり

基 本 目 標

性別にかかわりなく ひとりひとりが輝き 思いやりのあるまち

第２次宮崎市男女共同参画基本計画の基本理念

１ 男性・子どもにとっての男女共同参画の促進

２ 性の多様性に関する正しい知識の定着のための啓発・教育の充実

３ 男女共同参画による防災対策の推進

重 点 施 策
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５　計画の体系

#

#

基本目標 重点分野　　 施策の方向

※国の「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）」の推進計画として位置づけ

性
別
に
か
か
わ
り
な
く

ひ
と
り
ひ
と
り
が
輝
き

思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち

１

男女共同参画社

会の形成に向け

た意識づくり

３

性別にかかわり

なくあらゆる分

野で活躍でき、

多様な生き方が

選択できる社会

づくり

① 男女共同参画の視点に立った社会制度・
慣行の見直しと意識改革

② 多様な選択を可能とする教育と学習の充実

⑦ 男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進※

⑥ 多様な性を尊重する社会づくりの推進

⑧ 男女の多様な働き方を支援する就業環境
整備の充実※

⑨ 職業生活における女性の活躍推進※

⑩ 地域・防災における男女共同参画の推進

推進体制
１ 市民・地域・事業所・行政の連携と協働
２ 宮崎市男女共同参画センターの充実

３ 庁内推進体制の充実及び計画の進行管理
４ 県・他市町村・関係団体等との連携

２
人権が尊重され、
だれもが安心し
て暮らせる社会
づくり

④ 生涯を通じた男女の健康支援

③ あらゆるハラスメントの根絶

（１） 男女共同参画に関する広報・啓発の推進

（２） 男性・子どもにとっての男女共同参画の促進
（３） 固定的な性別役割分担意識の解消を目指す取組の推進
（４） メディアにおける男女共同参画の推進

（５） 男女共同参画の視点に立った家庭・学校・地域・職場等における教育・学習・
研修の推進

（９） 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
（１０） ひとり親家庭の自立支援の充実

（１１） 貧困など生活上の困難に対する支援の充実
（１２） 児童虐待防止のための支援体制の充実

（２１） 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

（２２） 女性のエンパワーメントに対する支援
（２３） 女性の就業継続・再就職促進のための支援
（２４） 女性の能力開発とキャリアアップに向けた支援の充実

（１８） 雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保
（１９） 多様な働き方への支援
（２０） 農林水産業・商工業自営業で働く女性の就業環境の整備

（６） セクシュアルハラスメントなどあらゆるハラスメントの防止対策の推進

（７） リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）に関する
意識の浸透

（８） それぞれのライフステージに対応した健康の保持増進対策の推進

⑤ 様々な困難な状況におかれている人々への
支援の充実

（１３） 性の多様性に関する正しい知識の定着のための啓発・教育の充実
（１４） 性的少数者が安心して生活を送るための環境の整備

（１５） ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及・浸透
（１６） ワーク・ライフ・バランスに関する事業の実施と支援
（１７） 多様なライフスタイルに対応できる子育てや介護等の支援

（２５） 男女共同参画による地域の活性化とまちづくりの推進
（２６） 男女共同参画による防災対策の推進
（２７） 男女共同参画による地域における在住外国人のための支援体制の充実

宮崎市 DV防止・被害者支援計画（１１１ページ）参照

（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（DV防止法）に基づく市町村計画）

４
ＤＶを許さない
社会づくり

重点施策

重点施策

重点施策
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５　計画の体系

#

#

基本目標 重点分野　　 施策の方向

※国の「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）」の推進計画として位置づけ

性
別
に
か
か
わ
り
な
く

ひ
と
り
ひ
と
り
が
輝
き

思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち

１

男女共同参画社

会の形成に向け

た意識づくり

３

性別にかかわり

なくあらゆる分

野で活躍でき、

多様な生き方が

選択できる社会

づくり

① 男女共同参画の視点に立った社会制度・
慣行の見直しと意識改革

② 多様な選択を可能とする教育と学習の充実

⑦ 男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進※

⑥ 多様な性を尊重する社会づくりの推進

⑧ 男女の多様な働き方を支援する就業環境
整備の充実※

⑨ 職業生活における女性の活躍推進※

⑩ 地域・防災における男女共同参画の推進

推進体制
１ 市民・地域・事業所・行政の連携と協働
２ 宮崎市男女共同参画センターの充実

３ 庁内推進体制の充実及び計画の進行管理
４ 県・他市町村・関係団体等との連携

２
人権が尊重され、
だれもが安心し
て暮らせる社会
づくり

④ 生涯を通じた男女の健康支援

③ あらゆるハラスメントの根絶

（１） 男女共同参画に関する広報・啓発の推進

（２） 男性・子どもにとっての男女共同参画の促進
（３） 固定的な性別役割分担意識の解消を目指す取組の推進
（４） メディアにおける男女共同参画の推進

（５） 男女共同参画の視点に立った家庭・学校・地域・職場等における教育・学習・
研修の推進

（９） 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
（１０） ひとり親家庭の自立支援の充実

（１１） 貧困など生活上の困難に対する支援の充実
（１２） 児童虐待防止のための支援体制の充実

（２１） 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

（２２） 女性のエンパワーメントに対する支援
（２３） 女性の就業継続・再就職促進のための支援
（２４） 女性の能力開発とキャリアアップに向けた支援の充実

（１８） 雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保
（１９） 多様な働き方への支援
（２０） 農林水産業・商工業自営業で働く女性の就業環境の整備

（６） セクシュアルハラスメントなどあらゆるハラスメントの防止対策の推進

（７） リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）に関する
意識の浸透

（８） それぞれのライフステージに対応した健康の保持増進対策の推進

⑤ 様々な困難な状況におかれている人々への
支援の充実

（１３） 性の多様性に関する正しい知識の定着のための啓発・教育の充実
（１４） 性的少数者が安心して生活を送るための環境の整備

（１５） ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及・浸透
（１６） ワーク・ライフ・バランスに関する事業の実施と支援
（１７） 多様なライフスタイルに対応できる子育てや介護等の支援

（２５） 男女共同参画による地域の活性化とまちづくりの推進
（２６） 男女共同参画による防災対策の推進
（２７） 男女共同参画による地域における在住外国人のための支援体制の充実

宮崎市 DV防止・被害者支援計画（１１１ページ）参照

（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（DV防止法）に基づく市町村計画）

４
ＤＶを許さない
社会づくり

重点施策

重点施策

重点施策
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第３章 計画の内容 

基本目標１ 男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり 

 

重点分野① 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識改革 

 

 人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきた性別に基づく固定的な役

割分担意識は、男女共同参画社会の実現の大きな妨げとなっています。このよ

うな意識は時代と共に変わりつつあるものの、いまだに根強く残っています。

本市が実施した男女共同参画に関する市民意識調査においては、「社会全体」に

おいて、64．7％の人が男性の方が優遇されていると答えています。 

また、分野別に見ますと、「社会通念・慣習・しきたりなど」、「政治の場」、「家

庭生活の場」、「職場」の分野において男性優遇感が高くなっています。 

男女共同参画社会の形成は、女性だけでなく男性にとっても重要な課題であ

り、固定的性別役割分担*意識を解消し、男女共同参画に関する認識を深めるた

めの、広報・啓発が必要となっています。 

男女の地位の平等について（宮崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2%

6.5%

1.1%

4.2%

18.6%

6.6%

15.7%

7.0%

40.0%

39.7%

10.7%

31.8%

45.9%

27.6%

55.5%

57.7%

39.1%

30.3%

52.6%

38.9%

16.2%

37.2%

14.3%

18.4%

5.0%

4.6%

2.7%

3.6%

1.1%

5.3%

1.5%

2.6%

0.4%
0.8%

0.3%

0.3%

0.7%

0.8%

0.5%

0.3%

6.8%

14.1%

28.4%

18.4%

13.6%

18.9%

9.5%

11.4%

1.6%

4.1%

4.3%

2.8%

3.8%

3.6%

3.0%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ．家庭生活の場では

（n=740）

Ｂ．職場では

（n=740）

Ｃ．学校教育の場では

（n=740）

Ｄ．地域社会(自治会など)では

（n=740）

Ｅ．政治の場では

（n=740）

Ｆ．法律や制度の上では

（n=740）

Ｇ．社会通念・慣習・しきたりなど

では

（n=740）

Ｈ．社会全体では

（n=740）

男性の方が非常に優遇されている 男性の方が優遇されている

平等になっている 女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

 

＊固定的性別役割分担 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
にもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいう。 

― 12 ―



 

固定的性別役割分担について（性別での比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 具体的施策 担当課(H30 現在) 

(1) 男女共同参画に

関する広報・啓発の推

進 

◇男女共同参画に関するあらゆる情報を市民に提

供し、広報・啓発を行います。 

文化・市民活動課

総務法制課 

 ◇宮崎市男女共同参画センター・公民館・青少年プ

ラザ等において、市民を対象に、男女共同参画やジ

ェンダー*概念に関する内容の講座等を実施しま

す。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

生涯学習課 

商業労政課 

 ◇市職員に対して、男女共同参画をテーマとする研

修や育児・介護休暇取得の促進等を行い、意識改革

に積極的に取り組みます。 

◇男女共同参画の視点を踏まえた事業立案の周知

に努めます。 

人事課 

財政課 

3.9%

3.3%

34.9%

23.6%

25.4%

36.2%

25.1%

28.3%

9.1%

7.9%

1.6%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

（n=307）

女性

（n=428）

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

 

＊ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別
（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、
「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／
gender）という。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むもので
はなく、国際的にも使われている。 
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市民として 

・「男だから、女だから」という考え方にとらわれず、多様な生き方を選択でき

る社会を共に築きましょう。 

・家庭や社会の中で差別するような発言・行動がないか日頃から考えてみまし

ょう。 

 

 

 

 

(2) 男性・子どもにとっ

ての男女共同参画の

促進 

 

 

◇講座等を開催し、男性・子どもにとっての男女共

同参画の意義についての広報・啓発を図ります。 

 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

 ◇市職員に対して育児・介護休暇制度の周知を図

り、取得しやすい環境整備に努めます。 

人事課 

(3) 固定的な性別役

割分担意識の解消を

目指す取組の推進 

◇社会全体のあらゆる場面における固定的な性別

役割分担意識の解消を目指し、広報・啓発を図りま

す。 

 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

生涯学習課 

商業労政課 

介護保険課 

 ◇人事評価制度により職員個々の能力や成果を把

握し、公平な人事評価を行います。 

人事課 

(4) メディアにおける

男女共同参画の推進 

◇メディアを通じて男女共同参画関連情報の提供

を行います。 

◇行政刊行物のガイドラインを庁内各課が活用で

きるよう掲載します。 

秘書課 

文化・市民活動課

 ◇青少年の健全育成を図るため地域の社会環境を

把握し、環境浄化に努めます。 

生涯学習課 

生活安全課 

重点施策 
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                     ・ 
                     ・ 
                     ・ 

１１４ 日本 0.657 
 

 

ジェンダーギャップ指数は、経済・教育・政治・健康の４つの分野について、 
各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたものです。 
指数が「１」に近づくほど平等で、遠ざかるほど格差があることを示します。 

 
 

２０１７年１１月の世界経済フォーラムによると、日本の順位は過去最低の 
１１４位（全体１４４ヶ国）でした。 

 

各分野における日本の順位は健康が１位、教育が７４位、経済が１１４位、 
政治が１２３位となっており、諸外国と比較すると特に政治・経済活動や意 
思決定に参加する機会において男女間の格差が大きいと考えられます。 

資料：内閣府男女共同参画局 「共同参画」2018 年 1 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ アイスランド 0.878 
２ ノルウェー 0.830 
３ フィンランド 0.823 
４ ルワンダ 0.822 
５ スウェーデン 0.816 

男女共同参画に関する国際的な指数 
ジェンダーギャップ指数（ＧＧＩ） 
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重点分野② 多様な選択を可能とする教育と学習の充実 

 

 男女が共に、それぞれの個性と能力を発揮し、固定的性別役割分担意識にと

らわれない生き方ができる男女共同参画社会を実現するためには、家庭・学校・

地域・職場等における教育や学習の果たす役割が非常に大きく、保育・幼児教

育・学校教育・家庭教育等で、ひとりひとりの個性を尊重しあえるよう、男女

共同参画の視点を踏まえた教育・学習機会の充実を図ります。 

 

「男の子らしく」「女の子らしく」育てることについての意識（宮崎市） 

（過去の調査との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.7%

27.7%

39.6%

45.3%

40.3%

36.9%

34.7%

25.0%

14.5%

14.8%

9.6%

10.6%

15.5%

19.3%

13.0%

15.9%

2.0%

1.3%

3.1%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

（n=740）

平成24年度

（n=628）

平成20年度

（n=637）

平成14年度

（n=1,345）

同感する やや同感する 同感しない どちらともいえない 無回答

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）
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市民として 

・子どもの性別にかかわらず、個性を尊重して育てていきましょう。 

 

施策の方向 具体的施策 担当課 

(5) 男女共同参画の

視点に立った家庭・学

校・地域・職場等にお

ける教育・学習・研修

の推進 

 

◇男女共同参画の視点に立った教育を推進し、性別

にかかわりなく、個性や特性に応じた進路指導に努

めます。 

◇ジェンダーの視点*を踏まえた内容の研修を行

い、教職員の人権意識の啓発を図ります。 

学校教育課 

教育情報研修セン

ター 

 

 ◇男女共同参画の理解促進のため、情報冊子の配布

や講座の開催等を行います。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

生涯学習課 

商業労政課 

子育て支援課 

 

＊ジェンダーの視点 「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー）が性差別、性別による固
定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識
していこうとするもの。 
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基本目標２ 人権が尊重され、だれもが安心して暮らせる社会づくり 

 

重点分野③ あらゆるハラスメントの根絶 

 

 すべてのハラスメントは、その対象の性別や年齢、加害者と被害者の間柄を

問わず、男女共同参画社会の形成を阻害する大きな要因となっています。 

 代表的な「セクシュアルハラスメント*」の他にも、妊娠している女性に対す

る「マタニティハラスメント*」、職場における「パワーハラスメント*」等が社

会問題となっており、啓発や防止、救済に向けた取組を進めます。 

 

セクシュアルハラスメントや配偶者からの暴力、男女共同参画に関する問題を

相談できる機関や窓口を知っている割合 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.3% 48.6%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=740）

知っている 知らない 無回答

40.9%

52.3%

40.6%

57.0%

44.8%

48.1%

2.0%

2.9%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20・30代

（n=149）

40・50代

（n=241）

60代以上

（n=345）

知っている 知らない 無回答

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年） 

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年） 

 

＊セクシュアルハラスメント 性的嫌がらせのこと。職場でのセクシュアルハラスメントについて
は「職場において相手の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって仕事を遂行す
る上で一定の不利益を与えたり、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」とさ
れている。     
 
＊マタニティハラスメント 職場において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育
児休業等の利用に関する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女
労働者等の就業環境が害されること。 
 
＊パワーハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性
を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為の
こと。 
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【ＤＶ、家族のこと、職場の人間関係、セクハラ、働き方、生き方などに関する相談について】 

 宮崎市男女共同参画センター「パレット」 ０９８５－２５－２０５７  

 （電話相談 月～日：９時～１７時（受付は１６時半まで） 火曜・祝日・年末年始を除く） 
 宮崎県男女共同参画センター ０９８５－６０－１８２２  

 （電話相談 月～金：９時～１７時 ／ 土：９時～１６時半 祝日・年末年始を除く） 

 

【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、職場のセクハラ・パワハラについて】 
 宮崎労働局雇用環境・均等室 ０９８５－３８－８８２１  

 （開庁時間 ８時３０分～１７時１５分 土日・祝日・年末年始を除く） 

 

【女性の生活上の問題や家庭のトラブルなど、さまざまな悩みについて】 
 宮崎市女性相談室（子育て支援課） ０９８５－２１－１７７９ 
 （電話相談 月～金：９時～１７時１５分 祝日・年末年始を除く） 
 宮崎県女性相談所（配偶者暴力相談支援センター） ０９８５－２２－３８５８ 
 （電話相談 月～金：９時～２０時３０分 ／ 土・日：９時～１５時 祝日・年末年始を除く） 
 ※配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ相談の場合、男女を問わずお受けしています。 

 

市民として 

・ハラスメントに関する知識を持ち、無意識の言動がハラスメントにならない

ように気をつけましょう。 

・ハラスメントを受けた場合はひとりで抱え込まずに、相談しましょう。また、

安心して相談できる窓口があることも覚えておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 具体的施策 担当課 

(6) セクシュアルハ

ラスメントなどあらゆ

るハラスメントの防

止対策の推進 

◇セクシュアルハラスメント防止のための広報・啓

発に努め、学校等においても必要に応じて相談でき

るよう体制を整えます。 

商業労政課 

学校教育課 

 ◇市民を対象とした講座や、市職員を対象としたハ

ラスメント防止等研修の開催により、ハラスメント

防止を推進します。 

人事課 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 
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7.9

8.3

7.9 8.0

7.1
7.4 7.0 6.9

6.8
6.56.6 6.5

6.3
6.0

5.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

県

全国

宮崎市

重点分野④ 生涯を通じた男女の健康支援 

 

 生涯を通じて健康的で豊かな人生を送るためには、男女が互いの身体的性差

を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、健康についての正確な知識・情報を

得て、心身共に健康を維持していくことが必要です。 

 特に、女性は妊娠や出産をする可能性もあるなど、生涯を通じて男女は異な

る健康上の問題に直面することに留意する必要があり、「リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ」（性と生殖に関する健康／権利）*概念の浸透に努め、すべての

ライフステージに対応できる、男女の性差に応じた健康支援を進めます。 
 

人工妊娠中絶実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

男女が生涯にわたり心身共に健康であるために必要と思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.7%

44.6%

49.8%

40.1%

38.1%

30.3%

34.5%

4.6%

1.0%

61.9%

51.2%

45.1%

43.2%

38.1%

38.6%

34.8%

4.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

性について正しい知識を持ち、判断する力をつけること

学校における人権尊重及び健康の視点に立った性教育

の実施

思春期、青年期、更年期、老年期に合わせた健康づくりの

推進

心身にわたるさまざまな悩みに対応する相談体制の整備

薬物や喫煙などの健康被害に関する正確な情報の提供

妊娠・出産・避妊・中絶に関する情報の提供

あらゆる機会における健康診査等の促進

わからない

その他

男性

（n=307）

女性

（n=428）

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

 

＊リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利） 平成 6年（1994 年）
にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、重要な人権の１つとして認識さ
れている。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心的課題には、いつ何人子どもを産むか産まないか
を選ぶ自由、安全で満ち足りた性的関係、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含
まれている。また、これらに関連して、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生
殖に関する課題が幅広く議論されている。 
 

資料：衛生行政報告例 

（１５～４９歳の女子人口千対 単位‰） 

（‰） 
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市民として 

・命と健康について関心を持ちましょう。 

 

 

 

 

 

施策の方向 具体的施策 担当課 

(7) リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ（性と生殖

に関する健康／権利）

に関する意識の浸透 

◇性と生殖に関する女性の自己決定権が保障さ

れるよう、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

（性と生殖に関する健康／権利）」概念の浸透・

理解を図る啓発を行います。 

保健給食課 

医療介護連携課 

 ◇ライフステージや個別のケースに応じた相談

機能の充実を図ります。 

健康支援課 

親子保健課 

(8) それぞれのライフス

テージに対応した健康

の保持増進対策の推

進 

◇すべてのライフステージに対応し、ひとりひと

りの健康づくりを実践するための知識の普及や

啓発活動の充実を図ります。 

医療介護連携課 

健康支援課 

スポーツランド 

推進課 

 ◇妊娠・出産・子育て期における保健医療福祉サ

ービスの充実を推進します。 

◇安心して産み育てることができるための各種

支援活動を進めます。 

親子保健課 

医療介護連携課 

健康支援課 

 ◇成人期・高齢期の人に対し、より健康を保持・

増進できるよう、健（検）診・指導・相談体制の

充実を図ります。 

◇いろいろな悩みを持つ人の支援を行い、精神面

での健康の維持・向上を図ります。 

健康支援課 
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重点分野⑤ 様々な困難な状況におかれている人々への支援の充実 

 

 単身世帯やひとり親世帯の増加、地域のつながりの希薄化、雇用・就業構造

の変化など、社会情勢の変化の中で、幅広い年齢層で生活上の困難を抱える人

が増加しています。 

そのような中、高齢者・障がい者・外国人であることによる困難な状況や、

ひとり親や貧困世帯、児童虐待・貧困など子どもを取り巻く深刻な状況の解消

が必要です。 

互いを思いやり、ひとりひとりの人権が尊重され、社会全体でセーフティネ

ットを確かなものにすることで、様々な困難な状況に置かれている人々が安心

して暮らせる社会の実現を目指します。 

 

宮崎市自立相談支援センターの相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待相談受付件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉第一課 

資料：子育て支援課 

※平成 26 年 5月 19 日開設のため、平成 26 年度は 5 月～3 月の 11 ヶ月分 

406

754

856
799

0
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

551 550

698
631

1,141

369
417

471
492

759

0

200

400
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1,200

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

県

宮崎市

（件） 

（件） 
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施策の方向 具体的施策 担当課 

(9) 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 

◇年齢・性別・障がいの有無・国籍などにかかわら

ず、だれもが暮らしやすいユニバーサルデザイン*

の考え方の普及・啓発に努めます。 

◇あらゆる人が社会参加できる生活環境を目指し、

ハード面やソフト面のバリアフリー*化を推進しま

す。 

福祉総務課 

建築指導課 

学校施設課 

 ◇高齢者が在宅での生活をできるだけ長く維持で

きるように、介護予防事業や生活支援事業等の充実

を図ります。 

長寿支援課 

介護保険課 

建築住宅課 

生活安全課 

国保年金課 

 ◇高齢者の就業意欲や社会参加意欲に応えられる

よう、就業環境の整備や支援に努めます。 

商業労政課 

 ◇障がいのある人が安心した生活を営むための福

祉サービスや相談体制の充実を図ります。 

◇障がいのある人の自立した生活を支援するため

に、継続的・安定的な雇用を促進し、就労支援体制

を強化します。 

障がい福祉課 

 ◇移動支援や文化活動・レクリエーション活動への

支援を行い、社会参加を促進します。 

障がい福祉課 

 ◇在住外国人が安心して暮らせるよう、国際交流団

体等と連携をとりながら、外国人のための相談・情

報提供の充実を図ります。 

秘書課 

 

＊ユニバーサルデザイン 障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しや
すいよう都市や物を含めた生活環境を初めからデザインする考え方。 
 

＊バリアフリー 高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フ
リー）すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁など全ての障壁を除去する
という考え方のこと。 
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市民として 

・様々な生活上の困難を抱える人々に配慮し、あらゆる立場の人々が暮らしや

すい、優しい関係の地域づくりを進めましょう。 

 

 

 

 

 

 

(10) ひとり親家庭の

自立支援の充実 

◇ひとり親家庭が自立ができるよう、各種講座の開

催や支援に関する情報の周知を図ります。 

 

子育て支援課 

 ◇ひとり親家庭の子育てに関する不安等、問題解決

に向けた相談体制の充実を図ります。 

◇ひとり親であることからくる悩みの解消を目指

して、ひとり親家庭の交流を促進します。 

子育て支援課 

 ◇児童扶養手当等による生活支援を図ることによ

り、福祉の増進や自立の促進を図り、安心して子育

てできる環境整備を進めます。 

◇保育サービスの充実や、職業能力開発の講座等を

開催し、就業が促進される環境整備を図ります。 

子育て支援課 

建築住宅課 

保育幼稚園課 

商業労政課 

(11) 貧困など生活上

の困難に対する支援

の充実 

◇生活に様々な困難を抱える人の自立を支援し、情

報提供や相談体制の充実に努めます。 

社会福祉第一課 

社会福祉第二課 

(12) 児童虐待防止の

ための支援体制の充

実 

◇子どもにかかわる人の不安や悩みに対して必要

な助言・指導を行い、児童虐待の未然防止や再発防

止を図ります。 

子育て支援課 

親子保健課 

 ◇宮崎市要保護児童対策地域協議会の円滑な運営

と共に、児童相談所をはじめとする庁内外の関係機

関との連携を図ります。 

子育て支援課 
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【ＤＶ、家族のこと、職場の人間関係、セクハラ、働き方、生き方などに

関する相談について】

○宮崎市男女共同参画センター「パレット」 ０９８５－２５－２０５７

（電話相談 月～日：９時～１７時（受付は１６時半まで） 火曜・祝日・年末年始を除く）

○宮崎県男女共同参画センター ０９８５－６０－１８２２

（電話相談 月～金：９時～１７時 ／ 土：９時～１６時半 祝日・年末年始を除く）

【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、職場のセクハラ・パワハラに

ついて】

○宮崎労働局雇用環境・均等室 ０９８５－３８－８８２１

（開庁時間 ８時３０分～１７時１５分 土日・祝日・年末年始を除く）

【女性の生活上の問題や家庭のトラブルなど、さまざまな悩みについて】

○宮崎市女性相談室（子育て支援課） ０９８５－２１－１７７９

（電話相談 月～金：９時～１７時１５分 祝日・年末年始を除く）

○宮崎県女性相談所（配偶者暴力相談支援センター） ０９８５－２２－３８５８

（電話相談 月～金：９時～２０時３０分 ／ 土・日：９時～１５時

祝日・年末年始を除く）

※配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ相談の場合、男女を問わずお受けしています。

【市民活動・ボランティア活動について】

○宮崎市民活動センター TEL：２０－８７７７ FAX：２０－８４１１

（開館時間 月～土：９時～２２時 ／ 日：９時～１８時

年末年始・宮崎市民プラザ保守点検日等を除く）

○宮崎市社会福祉協議会ボランティアセンター TEL：５２－７１７０ FAX：５２－５７２４

（対応時間 ８時３０分～１７時１５分 土日・祝日・年末年始を除く）

【地域で子育てを助け合う有償ボランティア活動について】

○ファミリー・サポート・センターみやざき TEL：６２－０２５２ FAX：２５－２０５６

ウェブサイト：http://www.pal-let.jp/famsup（問い合わせフォーム）

（受付時間 月～土：９時～１７時３０分 ／ 日：９時～１７時

火曜・祝日・年末年始を除く）

男女共同参画に関する

相談窓口・支援機関
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重点分野⑥ 多様な性を尊重する社会づくりの推進 

 

本市では、ひとりひとりの人権が尊重され、生き生きと暮らせるまちを目指

しています。国内における多様な性を尊重する動きは、本市でも近年高まりを

みせています。 

 一方で、性的指向*及び性自認*を理由とする差別や偏見はいまだ根強く存在し

ており、性的少数者*が生きづらさを感じる理由にもなっております。このこと

から、性的指向及び性自認を理由とする差別や偏見の防止に取り組むとともに、

生活上の困難の解消に向けた支援を行います。すべての人が安心して暮らせる

まちを目指し、多様な性のあり方を理解し尊重する社会づくりを推進します。 

 

「性的少数者（LGBT 等）」という用語についての認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.6%

44.4%

23.8%

12.8%

19.5%

25.8%

41.6%

35.3%

42.9%

2.0%

0.8%

7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20・30代

（n=149）

40・50代

（n=241）

60代以上

（n=345）

言葉も内容も知っている 言葉は知っているが、内容は知らない

知らない 無回答

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

 

＊性的指向 人の恋愛感情や性的な関心がいずれの性別に向うかの指向（この指向については、異性
に向う異性愛、同性に向う同性愛、男女両方に向う両性愛等の多様性がある）のこと。 
 

＊性自認 自分がどの性別であるかの認識（この認識については、自分の生物学的な性別と一致する
人もいれば、一致しない人もいる）のこと。 
 
＊性的少数者 「結婚や恋愛は異性が対象」「身体の性別と心の性別は一致する」など今まで一般的・
典型的と考えられてきた性のあり方に当てはまらない人。レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性
の同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（出生時に決められた性に違和感を
持つ人）の頭文字を取って、ＬＧＢＴと呼ばれることがある。多様な性のあり方の中には、ＬＧＢＴに
当てはまらないものもある。 
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市民として 

・誰もが暮らしやすいまちづくりのため、ひとりひとりの人権を尊重しましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 具体的施策 担当課 

(13) 性の多様性に関

する正しい知識の定

着のための啓発・教育

の充実 

 

 

◇啓発誌の作成・配布や講座の開催等、啓発・教育

活動を推進します。 

文化・市民活動課

(14) 性的少数者が安

心して生活を送るため

の環境の整備 

◇性的少数者支援プロジェクトチームを設置し、当

事者ヒアリングでの意見等を踏まえた上で、企業や

地域などへ広く啓発を行うとともに、性的少数者専

用の相談窓口を設置し、性的少数者が直面する困難

や生きづらさの解消を図ります。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

重点施策 
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基本目標３ 性別にかかわりなくあらゆる分野で活躍でき、多様な生き方が 

選択できる社会づくり 

 

重点分野⑦ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス*）の推進 

 

 少子高齢化、雇用・就業形態の変化が進む中、誰もが人生の各段階（ライフ

ステージ）に応じて、仕事・家庭生活・地域生活・個人の自己啓発などの活動

を自ら希望するバランスで実現できるように「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）」の普及・啓発を進める必要があります。 

 男女雇用機会均等法*や育児・介護休業法*などが整備され、働く場の環境は

改善してきていますが、仕事と家事、育児や介護との両立は、女性にとってま

だまだ負担が大きい状況です。 

市民意識調査によると、家庭生活・地域活動よりも仕事を優先させることを

望ましいとする人は、女性２８．３％で男性５３．６％となっており、仕事優

先の意識の違いが表れています。長時間労働等を前提とした従来の働き方や固

定的性別役割分担意識を見直し、男女の別や就労の有無にかかわりなく、誰も

が働きやすく、暮らしやすい社会の実現が求められます。 

 

仕事と家庭生活・地域活動の望ましい携わり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

1.5%

7.0%

26.8%

46.6%

39.2%

33.0%

17.8%

4.2%

4.7%

0.9%

7.6%

5.0%

2.4%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性の携わり方

男性の携わり方

家庭生活又は地域活動よりも、仕事に専念する 家庭生活又は地域活動にも携わるが、仕事を優先させる

家庭生活又は地域活動と仕事を同じように両立させる 仕事にも携わるが、家庭生活又は地域活動を優先させる

仕事よりも、家庭生活又は地域活動に専念する わからない

無回答

 

＊ワーク・ライフ・バランス 老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、
様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。このことは、「仕事の充実」と
「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会を創出する基盤として極
めて重要である。 
 

＊男女雇用機会均等法 平成 19 年（2007 年）4月 1日施行。この法律では、募集・採用、配置・昇
進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止等が定められている。また平成 29 年（2017 年）1月 1日の改正法施行後、上司・
同僚からの職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策の措置が義務付けられた。 
 

＊育児・介護休業法 平成 4年(1992 年)4 月 1 日施行。育児休業・介護休業に関する制度並びに子
の看護休暇・介護休暇に関する制度の設定、育児・介護を行う労働者等に対する支援等により、雇用の
継続や、育児・介護のため退職した労働者の再就職の促進を図るため制定された。 
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男性の育児休業・介護休業の取得率が低い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 具体的施策 担当課 

(15) ワーク・ライフ・バ

ランスの考え方の普

及・浸透 

◇市民や企業等に向けて啓発資料の配布や講座の

実施を行います。 

商業労政課 

文化・市民活動課

 ◇男性の仕事と子育てや介護との両立のための制

度等の普及・定着を促進します。 

人事課 

(16) ワーク・ライフ・バ

ランスに関する事業の

実施と支援 

◇民間企業に向けて、部下のワーク・ライフ・バラ

ンスを考え、多様な働き方を積極的に支援する管理

職を養成するための支援をします。 

文化・市民活動課

 

 ◇市職員のワーク・ライフ・バランスの推進や、効

率的な業務運営等を図るため、柔軟な働き方を支援

します。 

人事課 

(17) 多様なライフスタ

イルに対応できる子育

てや介護等の支援 

◇子育ての負担や不安を緩和するため、子育てや子

育て支援に必要な情報を収集し、広く提供します。 

 

子育て支援課 

商業労政課 

 ◇地域の団体や関係機関と連携し、地域子育て支援

センターの利用促進に努めます。 

◇地域子育ての支援体制の充実を図ります。 

子育て支援課 

保育幼稚園課 

 

60.4%

58.4%

48.4%

40.1%

35.8%

13.2%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80%

職場の理解が得られない

取得した場合、他の同僚等に負担がかかるから

取得した場合、経済的に苦しくなる

周囲に取得した男性がいない

仕事の評価や昇進などに影響する

男性より女性がとるべきである

その他

全体

（n=740）

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）
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市民として 

・男女が共に仕事と家庭のバランスのとれた働き方・家庭のあり方を考え、協

力して家事・育児・介護などに取り組みましょう。 

・仕事と家庭生活、共に生きがいや楽しみを持てるよう、協力しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇延長保育、休日保育、一時保育等の保育サービス

の拡充を図ります。 

保育幼稚園課 

子育て支援課 

 ◇市民のニーズに対応できるよう、児童クラブ、放

課後子ども教室等の弾力的な運用を検討します。 

生涯学習課 

子育て支援課 

 ◇介護保険制度の円滑な運営や高齢者介護サービ

スの充実に努めます。 

介護保険課 

 ◇高齢者介護の負担を軽減する支援を充実させ、介

護者の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り

ます。 

介護保険課 

長寿支援課 
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イクボスとは、職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、

その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自ら

も仕事と私生活を楽しむことが出来る上司（経営者・管理職）のことです。 

 

 

宮崎市では、働く人のすべての人が仕事と家庭生活の調和が図れるよう、働

きやすい環境の整備や新たな人材確保につながるように取り組むことを目的

に、イクボス養成講座を受講された５つの事業所で、「宮崎市イクボス同盟」を

設立しました。 

 

本同盟の活動として、ワーク・ライフ・バランスを推進する職場環境づくり等の

情報共有と意見交換会を行っております。 

加盟には、「イクボス養成講座」の受講が条件となります。 

 

 

 

 

 

宮崎市イクボス同盟加盟企業数： １１社（平成３０年１０月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎市 イクボス同盟設立 

（平成 29 年（2017 年）4 月 27 日） 
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重点分野⑧ 男女の多様な働き方を支援する就業環境整備の充実 

 

 働くことは生活の経済的基盤であるだけでなく、個人の自己実現にもつなが

るものです。市民が性別にかかわりなく、自らの個性や能力を発揮できるまち

づくりは、まちの活性化という観点からも重要な意義があります。 

 少子高齢化による労働力人口の減少が進む中で、女性の活躍による経済社会

の活性化が期待されています。多様でかつ柔軟な働き方を選択でき、それぞれ

の職務や能力に応じた適正な処遇・労働条件が確保されることが必要となって

います。 

 

職場で感じる男女格差の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7%

16.1%

7.7%

22.6%

8.4%

1.9%

40.0%

40.6%

40.0%

54.8%

25.2%

1.3%

36.8%

36.8%

28.4%

12.3%

52.9%

21.9%

3.2%

0.6%

14.2%

1.3%

3.2%

36.8%

1.9%

3.2%

1.3%

17.4%

6.5%

4.5%
5.2%

7.1%

9.7%

20.0%

1.9%

1.3%

1.3%

0.6%

0.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ．募集や採用

（n=155）

Ｂ．賃金

（n=155）

Ｃ．仕事の内容

（n=155）

Ｄ．人事配置や昇進

（n=155）

Ｅ．教育や研修制度

（n=155）

Ｆ．育児休暇・

介護休暇の取得

（n=155）

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）
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市民として 

・自分の労働条件は確認し、疑問がある時は問い合わせましょう。 

・男女が対等なパートナーであるという意識を持って働きましょう。 

施策の方向 具体的施策 担当課 

(18) 雇用における男

女の均等な機会及び

待遇の確保 

◇「男女雇用機会均等法」等について広く情報を提

供し、その定着を促進します。 

商業労政課 

 ◇男女共同参画について、事業者向け啓発パンフレ

ットを利用し、さらなる啓発を図ります。 

文化・市民活動課

(19) 多様な働き方へ

の支援 

◇パートタイム労働者や派遣労働者に関する関係

法令等の周知徹底に努めます。 

商業労政課 

 ◇女性の就労を支援するため、セミナー等を開催し

再就職を支援します。 

商業労政課 

  ◇ライフスタイルに応じた多様で柔軟な働き方が

できるように、技術の習得等の支援を行います。 

◇自主活動等に対し支援を行い、地域社会への参画

を推進します。 

子育て支援課 

農政企画課 

人事課 

 ◇安全に、快適に働くことができるように、就業環

境の整備や安全作業についての広報・啓発を行いま

す。 

農業振興課 

商業労政課 

(20) 農林水産業・商

工業自営業で働く女性

の就業環境の整備 

◇地域や関係機関・団体に向けて、男女共同参画の

意識啓発や、女性の家族従事者としての役割の重要

性が正当に評価されるよう啓発活動を行います。 

◇新規就農や雇用就農を促すための支援を行いま

す。 

文化・市民活動課

農政企画課 

 ◇女性自営業者の経営管理能力や技術の向上等を

図ります。 

◇女性の経営参画を促すとともに、経営全体の改善

に有効な取組である家族経営協定*の普及促進を図

ります。 

商業労政課 

農業委員会事務局

 

＊家族経営協定 家族で取り組む農業経営について、経営の方針や家族ひとりひとりの役割、就業条
件・就業環境などについて、家族みんなで話し合いながら文書で取り決めるもの。 
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重点分野⑨ 職業生活における女性の活躍推進

多様性に富んだ活力ある社会を創造していくためには、男女が対等にあらゆ

る分野の意思決定過程に積極的に参画し共に責任を担っていくことが重要です。

しかしながら、政策・方針決定過程への女性の参画は進んでおらず、本市にお

いても、人口の半数以上、労働力人口の４７％（平成２７年国勢調査）を占め

ている女性の意思が十分に反映されているとは言いがたい状況です。多様な考

え方が公的・私的分野を問わず、公平・公正に反映され、均等に利益を享受で

きるよう女性の参画の拡大が求められています。

審議会等委員の女性率の推移（宮崎市）

出産後も離職せず働き続けるために必要なこと

資料：人事課

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

80.1%

53.1%

53.0%

51.6%

41.9%

38.1%

37.7%

33.2%

31.5%

23.1%

1.1%

0.7%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育所や学童クラブなど、子どもを預けられる環境の

整備

職場における育児・介護との両立支援制度の充実

男性の家事参加への理解・意識改革

女性が働き続けることへの周囲の理解・意識改革

短時間勤務制度や在宅勤務制度などの導入

男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方改革

育児や介護による仕事への制約を理由とした昇進な

どへの不利益な取扱いの禁止

家事・育児支援サービスの充実

介護支援サービスの充実

働き続けることへの女性自身の意識改革

その他

特にない

わからない

全体

（n=740）

30.2%
30.4%

29.2%

27.4%
27.8%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
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施策の方向 具体的施策 担当課

(21) 政策・方針決定

過程への女性の参画

の拡大

◇政策・方針を立案する段階から女性を積極的に登

用するための広報・啓発に努めます。

人事課

◇性別に関係なく公正な評価を行い、市女性職員の

管理的立場への登用を推進します。

人事課

◇女性の能力や適性に応じた職域拡大に努めるた

め、研修等への派遣機会を与えます。

◇女性の人材に関する幅広い情報の収集・整備を行

い、男女共同参画の事業等において女性の人材を活

用します。

人事課

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター）

(22) 女性のエンパワ

ーメントに対する支援

◇女性のエンパワーメント*を図るために、ホーム

ページや情報紙等を活用し、情報提供を行います。

文化・市民活動課

◇男女共同参画社会の実現に向けて、女性のエンパ

ワーメントを図るための講座等の機会の充実を図

ります。

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター）

◇男女間の格差を改善するため、女性の職域拡大な

ど能力発揮の機会を積極的に提供するよう推進し

ます。

人事課

(23) 女性の就業継

続・再就職促進のため

の支援

◇離職後の再就職のため、就労促進を支援します。

◇母子家庭・寡婦を対象に、技術習得等、就労に繋

がる支援を行います。

商業労政課

子育て支援課

◇女性が就業継続・再就職するために周囲の理解が

得られるよう、男女共同参画の意識啓発を図りま

す。

文化・市民活動課

◇育児・介護休暇制度について、市職員に制度の周

知を図るとともに、取得しやすい職場環境を推進し

ます。

人事課

＊エンパワーメント 自己決定する能力を身に付け、法的・経済的・政治的な意思決定の場に主体的
に参画すること。
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市民として

・政策決定・方針決定の場など様々な分野において、女性が積極的に参画でき

る環境をつくりましょう。

◇出産後も子育てしながら働ける環境づくりに努

めます。

子育て支援課

保育幼稚園課

生涯学習課

◇製造業に対しての理解を深め、女性の就職促進を

図るため、職場見学等を実施します。

工業政策課

(24) 女性の能力開発

とキャリアアップに向

けた支援の充実

◇働く女性がその能力を十分に発揮できるよう、能

力開発、職域拡大や就業能力向上等のための支援を

行います。

商業労政課

文化・市民活動課

人事課

◇女性の起業や事業経営にあたって、知識の習得や

情報提供など様々な支援を行います。

商業労政課
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女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請

により、厚生労働大臣の認定を受けた証のマークです。

「L」には、Lady（女性）、Labour（働く、取り組む）、Laudable（賞賛に値する）など

様々な意味があり、「円」は企業や社会、「L」はエレガントに力強く活躍する女性を

イメージしています。

評価項目を満たす項目数に応じて、取得できる認定段階が３段階あります。

認定マークを商品などに付することが可能となり、女性の活躍が進んでいるという

企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながります。

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証のマークです。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のう

ち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことに

よって「子育てサポート企業」として、「くるみん認定」を受けることができます。

さらに、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進

み、高い水準の取組を行っている企業を評価するため、平成２７年４月１日より「プ

ラチナくるみん認定」が始まりました。

女性活躍推進法認定マーク「えるぼし」

子育てサポート企業マーク

「くるみん」「プラチナくるみん」
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重点分野⑩ 地域・防災における男女共同参画の推進

地域は、家庭と共に人々にとって最も身近な暮らしの場であり、地域におけ

る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な役割を果た

します。

本市では、市民が地域コミュニティ活動に積極的に参加し、地域への愛着と

思いやりの心を育みながら、すべての人が互いに尊重し助け合う地域自治のま

ちを目指しています。

特に防災分野においては、災害から市民を守るため、地域の力が重要となり

ます。そのため地域防災計画等に男女双方のニーズを取り入れ、地域の実情に

あった自主防災組織や防災体制を整備する等、防災の分野の男女共同参画を推

進します。

女性が市民活動・地域活動に参画するために必要なこと

54.4%

41.4%

33.9%

22.5%

31.3%

30.9%

23.5%

8.8%

12.1%

4.2%

2.6%

48.4%

45.1%

37.1%

36.2%

26.2%

25.9%

20.6%

12.6%

8.4%

5.8%

1.4%

0% 20% 40% 60%

男女が共に参画し、協力し合える活動内容にする

女性が発言しやすい雰囲気づくりをする

女性の地域活動に対する家族や周囲の理解を促進する

接待や片づけ等を女性の役割としない

女性を積極的に役職に登用する

女性リーダーを育成する

活動する上で必要な情報を提供する

資金的な援助を行う

活動するための施設等を整備する

わからない

その他

男性

（n=307）

女性

（n=428）

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）
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施策の方向 具体的施策 担当課

(25) 男女共同参画に

よる地域の活性化とま

ちづくりの推進

◇幅広い世代の市民が、それぞれの知識と経験を生

かせる地域活動への参加を促進します。

介護保険課

長寿支援課

商業労政課

観光戦略課

秘書課

文化・市民活動課

生涯学習課

◇男女が共に参画することにより、市民活動団体や

各種団体等の活動の一層の活性化を図ります。

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター）

長寿支援課

健康支援課

農政企画課

◇地域の課題解決に向けた環境整備に努めます。

◇地域のまちづくりに、男女の別を問わず、より多

くの市民の参画が図られるよう、意識の向上を図り

ます。

地域コミュニティ

課

商業労政課

秘書課

(26) 男女共同参画に

よる防災対策の推進

◇男女双方のニーズに配慮した地域防災計画や各

種マニュアルの作成等を行います。

◇災害時に支援できるよう、人材の育成や講座の開

催を行います。

危機管理課

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター）

◇地域の自主防災組織の結成を促進するとともに、

災害時におけるボランティア活動を行うための、女

性消防団員の確保や防災士等の活用を推進します。

危機管理課

消防局警防課

消防局総務課

(27) 男女共同参画に

よる地域における在住

外国人のための支援

体制の充実

◇男女共同参画社会の実現に向けての国際的な取

組の成果等を積極的に生かすとともに、男女共同参

画の視点に立って、市民の国際理解を深めます。

秘書課

重点施策
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市民として

・防災訓練など、地域の活動に積極的に参画し、男女の視点を取り入れましょ

う。

・自主防災組織の中に女性リーダーを増やしましょう。

◇国際交流団体等と連携を図りながら、在住外国人

のための支援体制の充実を図ります。

秘書課
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【小・中学生部門】

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

【一般部門】

最優秀賞

優秀賞

【家族部門】

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

手伝うよ そのひとことで 笑顔咲く

（清武中学校 １年 渡邊 夏未さん）

なんでもね、あなたらしくて、いいんだよ。

（清武中学校 １年 野末 明佑さん）

女目線 男目線 合わされば 新たな目線

（広瀬西小学校 ６年 江藤 美夢愛さん）

いろんな所がちがうけど 同じだよね私たち

（恒久小学校 ４年 田上 葵さん）

１人１人がみとめあい、かがやく未来を作りだす。

（恒久小学校 ５年 松尾 俊哉さん）

外見で 決めない心 大切に

（恒久小学校 ５年 池田 侑大さん）

みつけよう きみのいいところ ぼくのいいところ

（恒久小学校 ２年 外山 哲平さん、母 外山 幸恵さん）

本当に、わけてもいいの？ その違い （錦織 謙一さん）

能力と個性活かせる まちが好き （川平 陽子さん）

知る心、みとめる心、よりそう心

（広瀬西小学校 ６年 横山 亜依さん、母 横山 いづみさん）

ママ無理だ パパに頼むよ ボタン付け

（大久保小学校 ２年 近藤 祐助さん、母 近藤 ひとみさん）

平成３０年度

男女共同参画キャッチフレーズ受賞作品
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基本目標４ DV を許さない社会づくり 

 

詳細は、巻末添付の「宮崎市 DV 防止・被害者支援計画」（１１１ページ）をご

参照下さい。 

 

テレビ、新聞、雑誌等のメディアにおける性・暴力表現についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者（事実婚等含む）・恋人からされたこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.5%

42.4%

28.2%

19.7%

18.0%

16.8%

2.4%

0% 20% 40% 60%

社会全体の性に関する道徳観・倫理観が損なわ

れている

性・暴力表現を望まない人や子どもの目に触れ

ないような配慮が足りない

女性の性的側面を過度に強調するなど、行き過

ぎた表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長するおそれがある

女性のイメージや男性のイメージについて偏った

表現をしている

特に問題はない

その他

全体

（n=740）

10.4%

3.3%

3.6%

0.0%

1.0%

2.6%

0.7%

0.3%

0.0%

0.0%

73.9%

1.0%

23.4%

7.7%

5.6%

6.1%

5.4%

3.5%

4.4%

1.2%

0.7%

0.2%

60.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

大声でどなられる

「誰のおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言

われる

交友関係や電話を細かく監視される

あなたはいやがっているのに性的な行為を強要される

医師の治療が必要とならない程度の暴行をうける

何を言っても無視され続ける

生活に必要な金銭を渡さない

あなたは見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見

せられる

医師の治療が必要となる程度の暴行をうける

命の危険を感じるくらいの暴行をうける

そのような経験はまったくない

その他

男性

（n=307）

女性

（n=428）

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）

資料：「宮崎市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 29 年）
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※以下は、「宮崎市 DV 防止・被害者支援計画」の内容に基づいています。 

基本目標１ DV を許さない社会づくり 

重点分野（１） 市民への啓発の充実 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①法律等の周知徹底  ◇ＤＶを未然に防止するための広報・啓発を推進し

ます。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

 

②男女共同参画の視

点からの啓発活動の

推進 

◇男女共同参画センターにおいて、男女共同参画や

ＤＶに関する講座を開催します。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

 

③啓発資料の充実 ◇情報提供のため、市ホームページや関連図書の充

実を図ります。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

生涯学習課 

④被害の早期発見の

促進 

◇民生委員・児童委員に対し、講師派遣事業の活用

について働きかけを行います。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

 

重点分野（２） 教育・啓発の充実 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①交際相手からの暴

力防止等に関する啓

発 

◇ＤＶ防止に関する講座や冊子などにより、意識啓

発を図ります。 

文化・市民活動課

②児童・生徒や保護者

への DV 防止教育・啓

発の推進 

◇すべての人権を尊重する教育の推進を図ります。 生涯学習課 

③教職員等への DV

関連情報の周知 

◇ＤＶ防止に関する講座や冊子などにより、教職員

等に向けて意識啓発を図ります。 

 

文化・市民活動課
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり 

重点分野（１） 相談体制の充実 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①相談窓口の周知 ◇市ホームページや市広報誌等により、あらゆる機

会を捉えて相談窓口の周知を図ります。 

文化・市民活動課

医療介護連携課 

親子保健課 

②職員研修の実施 ◇関係各課の連携強化を図るため、各課の取り組み

状況等の情報交換を行います。 

文化・市民活動課

③相談機能の充実 ◇宮崎市女性相談室及び宮崎市男女共同参画セン

ター等にて、安心して相談できる体制の充実を図り

ます。 

子育て支援課 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

健康支援課 

④高齢者、障がい者

等に配慮した相談対

応 

◇高齢者や障がい者等からの相談に対し、関係部

局、関係機関等が連携して対応します。 

障がい福祉課 

介護保険課 

基本目標３ 迅速かつ安全な保護 

重点分野（１） 安全な保護体制の確保 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①一時保護における

関係機関との連携 

◇緊急性、危険性の高い被害者から相談があった場

合、警察等の関係機関と連携し、迅速に一時保護の

対応を行います。 

障がい福祉課 

子育て支援課 

介護保険課 

②民間支援団体等と

の連携による一時保

護 

◇被害者の状況により、宮崎県女性相談所への一時

保護に繋ぐことが困難な場合は、民間シェルターを

活用するなど民間支援団体と連携します。 

子育て支援課 

③保護命令制度につ

いての情報提供 

◇ＤＶ防止法の保護命令について、情報提供や助言

を行います。 

子育て支援課 
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重点分野（２） 被害者の情報管理の徹底 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①被害者の情報管理

の徹底 

◇住民基本台帳の閲覧等の制限手続きについて、庁

内各課と連携し、迅速かつ慎重に行います。 

◇被害者と同伴家族の個人情報を適切に管理しま

す。 

国保年金課 

市民課 

健康支援課 

生涯学習課 

納税管理課 

選挙管理委員会事

務局 

基本目標４ 生活再建のための支援 

重点分野（１） 生活基盤を整えるための支援 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①就労・生活・各種手

続き全般における支

援 

◇法律相談等の支援や宮崎市自立相談支援センタ

ーにおける就労支援、ひとり親家庭等に対する就業

支援等を行います。 

文化・市民活動課

（宮崎市男女共同

参画センター） 

生活安全課 

国保収納課 

国保年金課 

社会福祉第一課 

子育て支援課 

②住宅確保に向けた

支援 

◇市営住宅の空家補充入居におけるＤＶ被害者の

優先入居や、その他生活支援等により住宅確保を支

援します。 

建築住宅課 

社会福祉第一課 

子育て支援課 

③福祉施策等を活用

した支援 

◇児童手当や児童扶養手当等を活用し、適切な支援

を行います。 

保育幼稚園課 

子育て支援課 

重点分野（２） 被害者への支援 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①心と体の健康回復

に向けた支援 

◇被害者の状況に応じて、専門職等による訪問支援

等を行います。 

◇必要に応じて、関係機関等と連携し支援します。 

 

福祉総務課 

医療介護連携課 

健康支援課 
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【ＤＶ、家族のこと、職場の人間関係、セクハラ、働き方、生き方などに関する相談について】 

 宮崎市男女共同参画センター「パレット」 ０９８５－２５－２０５７ 
 宮崎県男女共同参画センター ０９８５－６０－１８２２ 

 

【女性の生活上の問題や家庭のトラブルなど、さまざまな悩みについて】 
 宮崎市女性相談室（子育て支援課） ０９８５－２１－１７７９ 
 宮崎県女性相談所（配偶者暴力相談支援センター） ０９８５－２２－３８５８ 
 ※配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ相談の場合、男女を問わずお受けしています。 

 
市民として 

・暴力のない安心して暮らせる社会を築きましょう。 

・悩みや問題はひとりで抱え込まずに、相談しましょう。また、安心して相談

できる窓口があることも覚えておきましょう。 

 

 

重点分野（３） 子どもへの支援 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①心理的ケアにかか

る支援 

◇宮崎市要保護児童対策地域協議会において、関係

機関と情報を共有し、連携を図ります。 

子育て支援課 

②就学・保育にかかる

支援 

◇関係機関と連携し、子どもの居場所づくりを行い

ます。 

◇関係機関と連携し、保育所等の利用や転入後の手

続き等、柔軟に対応します。 

社会福祉第一課 

子育て支援課 

生涯学習課 

保育幼稚園課 

基本目標５ 関係機関との連携協力等 

重点分野（１） 関係機関との連携・協力の強化 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①宮崎市 DV 防止連

絡調整会議による連

携の強化 

◇庁内各課の取り組み状況等の情報交換を行い、連

携強化を図ります。 

文化・市民活動課

②県及び近隣他市町

村との情報共有・広域

連携の推進 

◇県主催の研修等を通して、県や市町村との連携強

化を図ります。 

文化・市民活動課

子育て支援課 

社会福祉第一課 

健康支援課 

③民間団体との連携

強化 

◇より充実した支援を行うことができるよう、ＤＶ

被害者の支援団体等とさらなる連携強化を図りま

す。 

子育て支援課 

福祉総務課 

重点分野（２） 苦情の処理 

施策の方向 具体的施策 担当課 

①苦情の処理 ◇「宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例」に基

づき、苦情の申出があった際には迅速に対応する。 

文化・市民活動課
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第４章　計画達成のための指標

【第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）　指標】

数値 年度 数値 年度 数値 年度

重点分野①　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識改革

社会全体において、男女の地位は平等に
なっていると思う人の割合

22.8% 25 18.4% 29 50.0% 35 文化・市民活動課

「男は仕事」「女は家庭」という性別に
よる固定的役割分担に、「反対」もしく
は「どちらかといえば反対」と思う人の
割合

52.8% 25 58.4% 29 75.0% 35 文化・市民活動課

男女共同参画社会という言葉や意味を
知っている人の割合

38.5% 25 42.0% 29 75.0% 35 文化・市民活動課

重点分野②　多様な選択を可能とする教育と学習の充実

「男らしく」「女らしく」育てることに
ついて同感しない人の割合

14.8% 25 14.5% 29 25.0% 35 文化・市民活動課

男女共同参画サポートBookを授業で活用
した学級の割合

10.7% 30 100% 35 文化・市民活動課
中学校１年生対象
現況値は平成30年

11月22日現在

重点分野③　あらゆるハラスメントの根絶

男女共同参画に関する問題を相談できる
機関や窓口を知っている人の割合

45.5% 25 44.3% 29 75.0% 35 文化・市民活動課

重点分野④　生涯を通じた男女の健康支援

自殺死亡率（人口10万人当たり） 19.2 23 12.0 29 11.5以下 35 健康支援課

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性
と生殖に関する健康／権利）という言葉
を知っている人の割合

17.6% 25 18.5% 29 50.0% 35 文化・市民活動課

子宮頸がん検診受診率（20～69歳） 31.6% 23 21.3% 29 27.5% 35 健康支援課
国の対象者条件変
更により下方修正

乳がん検診受診率（40～69歳） 22.7% 23 11.0% 29 13.0% 35 健康支援課
国の対象者条件変
更により下方修正

重点分野⑤　様々な困難な状況におかれている人々への支援の充実

一般介護予防事業参加者数（累計） 39,671人 24 48,176人 29 71,221人 35 介護保険課

就労移行支援事業の利用者数（累計） 1,698人 24 2,403人 29 3,216人 35 障がい福祉課

消費生活講座等の参加者数（累計） 17,884人 24 33,234人 29 46,000人 35 生活安全課

策定時 現状値 最終目標値
第２次宮崎市男女共同参画基本計画

（改訂版）指標項目
関係課 備考
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数値 年度 数値 年度 数値 年度

重点分野⑥　多様な性を尊重する社会づくりの推進

性的少数者という言葉や内容を知ってい
る人の割合

67.9% 30 90.0% 35 文化・市民活動課

重点分野⑦　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

ファミリー・サポート・センターの活動
件数

2,962件 23 3,032件 29 3,023件 35 子育て支援課

地域子育て支援センター利用者数 121,399人 24 138,559人 29 154,005人 35 子育て支援課

児童クラブ待機児童数 145人 25 94人 30 0人 35 生涯学習課

男性（市職員）の育児休業取得率 1.1% 24 0.9% 29 5.0％以上 35 人事課
特定事業主行動計
画に合わせたため

下方修正

重点分野⑧　男女の多様な働き方を支援する就業環境整備の充実

家族経営協定締結数（累計） 291戸 24 404戸 29 464戸 35 農業委員会事務局

就業率（１５歳～６４歳） 68.0% 22 69.3% 27 71.0% 32 商業労政課
国勢調査の年度に
合わせ最終目標値

を設定

重点分野⑨　職業生活における女性の活躍推進

市が設置する審議会、委員会等における
女性委員の割合

26.9% 25 27.8% 30 40.0% 34 人事課
第五次宮崎市総合計画
の最終目標年度(H34)

に合わせて設定

市役所職員の管理職に占める女性の割合 5.7% 25 12.0% 30 15.0% 33 人事課

宮崎市女性職員の活躍
推進プランの最終目標
年度(H33)に合わせて

設定

重点分野⑩　地域・防災における男女共同参画の推進

地域まちづくり推進委員会の委員数
(女性の割合）

2,101人
(30.0%) 25 2,207人

(31.9%) 30 2,450人
(40.0%) 35 地域コミュニティ課

自主防災組織結成率 78.8% 24 86.2% 29 87.5% 35 危機管理課

災害時救援ボランティアコーディネー
ター養成講座修了生における女性の割合

38.6% 24 43.5% 30 50.0% 35 文化・市民活動課
中間目標値を達成
しているため最終
目標値を上方修正

基本目標４　DVを許さない社会づくり

デートDVという言葉や内容を知っている
人の割合

67.0% 25 57.8% 29 75.0% 35 文化・市民活動課

備考
第２次宮崎市男女共同参画基本計画

（改訂版）指標項目

策定時 現状値 最終目標値
関係課
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第５章 計画の推進

１ 市民・地域・事業所・行政の連携と協働

行政だけでなく、市民・事業所等が共通認識を持ちながら、それぞれの役割を果たし

つつ、相互に連携し、協働により男女共同参画の推進に努めます。

２ 宮崎市男女共同参画センターの充実

平成２７年１２月１日、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

として、宮崎市男女共同参画センター「パレット」を開設しました。男女共同参画に関

する講座の開催、講師の派遣や情報提供等、拠点施設として機能充実を図り、より効果

的な事業の展開を進めていきます。

宮崎市男女共同参画センター「パレット」の行う業務（本計画の位置づけ）

基
本
目
標
１

○市民を対象とした男女共同参画やジェンダー概念に関する内容の講座等の実施
（P13）

○講座等の開催及び男性・子どもにとっての男女共同参画の意義についての広報・
啓発（P14）

○社会全体のあらゆる場面における固定的な性別役割分担意識の解消を目指した
広報・啓発（P14）

○男女共同参画の理解促進のための情報冊子の配布等（P17）

基
本
目
標
２

○市民を対象とした講座等によるハラスメント防止の推進（P19）

○性的少数者が直面する困難や生きづらさの解消の促進（P27）
※平成３１年度中に性的少数者専用の相談窓口を設置予定

基
本
目
標
３

○女性の人材に関する幅広い情報の収集・整備と、男女共同参画の事業等における
女性の人材の活用促進（P35）

○女性のエンパワーメントを図るための講座等の機会提供（P35）

○市民活動団体や各種団体等の活動の促進（P39）

○災害支援のための人材の育成や講座の開催（P39）

基
本
目
標
４

○DVを未然に防止するための広報・啓発（P43）

○男女共同参画やDVに関する講座の開催（P43）

○関連図書の収集と、貸出による情報提供（P43）

○民生委員・児童委員に対する講師派遣事業の活用についての働きかけ（P43）

○安心して相談できる体制づくり（P44）

○弁護士による法律相談や臨床心理士による心の相談等の実施（P45）
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３ 庁内推進体制の充実及び計画の進行管理

男女共同参画の推進に係る施策は広範囲に及ぶため、「宮崎市男女共同参画推進会議」

を中心として、関係部局が連携・調整を図りながら、男女共同参画推進施策を総合的か

つ効果的に実施します。また、男女共同参画に向けての施策が確実に推進されるよう、

計画に基づく具体的な取組の実施状況を把握し、公表します。

４ 県・他市町村・関係団体等との連携

県・他市町村・関係機関や団体等との連携を図ることにより、効果的に事業を実施し、

本計画を推進していきます。

推進体制図

市 長

提言
連携

宮崎市

男女共同参画

推進会議

市
民
・
地
域
・
事
業
者

参画 協力

諮問

参画・情報提供

関
係
課

宮崎市男女共同参画センター「パレット」
参画・情報提供

宮
崎
市
男
女
共
同
参
画

社
会
づ
く
り
推
進
審
議
会

国
・
県
・
関
係
機
関
・
団
体

文
化
・
市
民
活
動
課
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５ 男女共同参画の推進に関する市の施策についての苦情申出制度

宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例第２０条により、市が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策、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を申し出ることができます。

申 出 人

苦情の申し出は、市が実施する

男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策、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行うこ

とができます。

苦情処理の主な流れ

受 付

文化・市民活動課申し出

諮

問

宮崎市男女共同参画

社会づくり推進審議会

■審議会の設置 条例第 42 条

男女共同参画社会づくりの推進に関す

る事項を調査審議するために、宮崎市

男女共同参画社会づくり推進審議会を

設けています。（委員 15 名以内）

苦情処理については、苦情処理部会に

おいて調査審議します。

通

知

審議会の意見を受けて

庁内で調整・是正。

処理結果の公表。

調査結果を

答申
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参考資料 

 

 

 

最終改正：平成11年12月22日法律第160号 

目次 

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 

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。 

男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6月 23 日法律第 78 号） 
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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。 

（都道府県男女共同参画計画等） 
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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。 

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。 
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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 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 〔後略〕 
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最終改正：平成29年３月31日法律第14号 

目次 

第一章 総則（第一条-第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

 第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

 第二節 一般事業主行動計画（第八条-第十四条） 

 第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

 第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条） 

 第四章 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（第十八条-第二十五

条） 

第五章 雑則（第二十六条-第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条-第三十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 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。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、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に対す

る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積

極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場

における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性

と能力が十分に発揮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。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育

児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその

他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、

男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、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つつ職業生活における活動を

行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的

な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両

立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進につい

ての基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなけ

ればならない。 

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日法律第 64 号） 
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（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活

との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

三 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次に掲げる事項 

イ 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に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他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重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、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、基本方針

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県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（以下この条において「都道府県推

進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

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。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、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。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に

即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定

事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針

（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針

となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、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。 
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    第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常

時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目  

 標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析し

た上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項

第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務

年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割

合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するととも

に、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもので

あることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うこと

ができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事

業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引

に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわし

い表示を付してはならない。 
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（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第

九条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇

用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、

当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体

が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用

しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合

会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令

で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生

労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主

に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に

関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該

相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行っ

たものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認

めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関

する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、

同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四

十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第

一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこ

の項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」と

あるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該

労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものと

する。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三

十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させ

ようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「第

三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況につ

いて報告を求めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、
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かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集

の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定し

ようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事

業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措

置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの

（以下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定

指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目 

 標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事

務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生

活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標について

は、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

職員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、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。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況

を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行

動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生

活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 
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第四章 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 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職

業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まっ

て、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に

応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施す

ることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正

当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援

するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄

振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるも

のをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般

事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事

業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の

必要な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民

の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとす

る。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内

外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関す

る事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」と

いう。）は、第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により

地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有

用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成され

る協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の

規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員と

して加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を

構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）
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が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共

有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、

その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理

由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条

第一項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をす

ることができる。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労

働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で

定める。 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による

業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰

金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に

従わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反

した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

四 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘

密を漏らした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
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第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円

以下の過料に処する。 

附 則 

（施行規則） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五

章（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の

規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十

四条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の

規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な

経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 （内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。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。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の

規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十

二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年

一月一日 

五 〔略〕 

 （罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 
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最終改正：平成26年４月23日法律第28号 

目次 

 前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条-第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条-第九条の二） 

 第四章 保護命令（第十条-第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条-第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と

男女平等の実現に向けた取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪とな

る行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行

われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的

自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平

等の実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を

図るためには、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講ずることが

必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における

取組にも沿うものである。ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援

等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）

又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二にお

いて「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を

支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

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。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同

条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

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）
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二 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内容に関する事項 

三 その他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重要

事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関

係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（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。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 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内容に関する事項 

三 その他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重要

事項 

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。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、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。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作

成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談

支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、

次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相

談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の

援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準

を満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者
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からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努め

るものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談

支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負

傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊

重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負

傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力

相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが

行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨

するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察

法（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十

六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者

からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を

除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、

配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するた

めの援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者から

の暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を

自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するた

めに必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次

条において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和

三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援

するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村

の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が
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行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者か

ら苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命

又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）

を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を

受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身

体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一

項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である

場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配

偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同

項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる

事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時におい

て被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住

居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令

の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に

掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞（しゆう）恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、

又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る

状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及
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び次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているとき

であって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の

事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、

同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該

子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと

を命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合

に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活

において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者

を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）

の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があるこ

とから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又

は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命

令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において

同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、

その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内

に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管

轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所

にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）

の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 
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五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ

いて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記

載がない場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申

立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二

第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするもの

とする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なけ

れば、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申

立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁

判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談

し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載

した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しく

は所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職

員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることが

できる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審

尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の

住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第

十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、

速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者

暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが

二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を

求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情

があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告に

ついての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。

事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 
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４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合に

おいて、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所

は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第

二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命

令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項

の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、

裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援

センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消

した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった

場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項

から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日か

ら起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては

当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を

受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを

確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の

規定により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の

申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由と

する同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生

活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできな

い事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日まで

に当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を

再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとす

る。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずる

と認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号

列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる

事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあ

るのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第

二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号

に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録

の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明

書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関

し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保

護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又

は公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは
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地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、

その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、

最高裁判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者

（次項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身

の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその

人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければな

らない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性

等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深め

るための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資する

ため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法

等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努め

るものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

めの活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費

用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を

支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担

するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助すること

ができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に

掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 
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第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交

際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする

関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消し

た場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中

「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定す

る関係にある相手からの暴力を受

けた者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者

であった者 

同条に規定する関係にある相手又

は同条に規定する関係にある相手

であった者 

第十条第一項から

第四項まで、第十

一条第二項第二

号、第十二条第一

項第一号から第四

号まで及び第十八

条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係に

ある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消さ

れた場合 

第二十八条の二に規定する関係を

解消した場合 

  第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの

規定によるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の

二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てを

した者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第

二章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、

平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対

する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者から
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の保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及

び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」と

あるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施

行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの

とする。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第四条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成十六年六月二日法律第六四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の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（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の

申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となっ

た身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理

由とするこの法律による改正後の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「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律

の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定

の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等

を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則〔平成十九年七月一一日法律第一一三号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の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第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令

に関する事件については、なお従前の例による。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第三条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二五年七月三日法律第七二号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正） 

２ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

３ 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう略〕 
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附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。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。 

一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十

八条までの規定 平成二十六年十月一日 

三 〔略〕 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 
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最終改正：平成27年７月17日条例第47号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条-第14条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第15条-第24条） 

第３章 宮崎市男女共同参画センター（第25条-第41条） 

第４章 宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会（第42条-第44条） 

第５章 雑則（第45条） 

附則 

日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国における男女平

等の実現を目指す取組は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」等に

基づく国際的な取組と連動して進められ、平成11年６月には男女共同参画社会基本法が制

定された。 

宮崎市においても、国内外の動向を踏まえ、市民活動との連携を図りながら男女共同参

画社会の形成の促進に向けた様々な施策を進めてきたが、性別による固定的な役割分担意

識など社会的、文化的に形成された性別の概念に基づく慣行は、依然として根強く存在し

ており、真の男女平等の実現には、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、経済活動の成熟化等宮崎市を取り巻く社会経済情勢の急速な

変化に対応していく上で、性別にかかわりなく、すべての人の人権が尊重され、その個性

と能力が十分に発揮できる男女共同参画社会の形成は、緊要な課題となっている。 

ここに、宮崎市は、男女共同参画社会の形成を最重要課題と位置付け、市民、事業者及

び教育に携わる者と協働して男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定する。 

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ついて、基本理念を定め、市、市民、事業

者及び教育に携わる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 すべての人（性別にかかわりなく、すべての人をいう。

以下同じ。）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、もってすべての人が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

(３) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。 

(４) 事業者 市内においてあらゆる事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体を

いう。 

(５) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において教育活

動を行う者をいう。 

（すべての人の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、すべての人の個人としての尊厳が重んぜられること、

すべての人が性別による性別的取扱いを受けないこと、すべての人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すべての人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。 

 

宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例（平成 17 年 10 月 1 日条例第 61 号） 
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（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、性別による固定的な役割分担等に基づく社

会における制度又は慣行が、すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響

を及ぼすことのない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、すべての人が社会の対等な構成員として、市における

政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

（多様な活動に参画する機会の確保） 

第６条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が多様な活動に参画する機会を

確保するため、職場、家庭、地域その他の社会のあらゆる分野における活動の主要な役

割が、性別による固定的な役割分担等を反映して、偏ることのないように配慮されなけ

ればならない。 

（教育における配慮） 

第７条 男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野におけ

る教育について、男女共同参画社会の形成の促進が配慮されること並びにすべての人に

生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の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。 

（性の尊重に基づく健康への配慮） 

第８条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性に関する身体

的特徴についての理解を深めるとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項に

ついて、自らの意思が尊重された上で、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよ

うに配慮されなければならない。 

（国際理解及び国際協力） 

第９条 男女共同参画社会の形成に当たっては、国際社会における取組の動向を踏まえ、国

際理解及び国際協力の理念の下に行われるように配慮されなければならない。 

（市の責務） 

第10条 市は、男女共同参画社会の形成の促進を主要な政策と位置付けるとともに、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、及び実施しなければならない。 

２ 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の効果的な推進を図るとともに、市民、事業者及び教育に携わる者（以下「市民等」と

いう。）と連携し、男女共同参画社会の形成を図るよう努めなければならない。 

３ 市は、公衆に表示する情報において、男女共同参画社会の形成を阻害するおそれのある

表現を行わないようにしなければならない。 

（市民の責務） 

第11条 市民は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、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、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社会の形成の促進に関する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12条 事業者は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、その事業活動にお

いて、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

３ 事業者は、その雇用する者について、性別による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等

な機会及び待遇を確保するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その雇用する者が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活

動とを両立できるよう努めなければならない。 
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（教育に携わる者の責務） 

第13条 教育に携わる者は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力す

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14条 何人も、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、次に掲げ

る行為を行ってはならない。 

(１) 性別による差別的取扱い 

(２) 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者の生活環境

を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることを

いう。） 

(３) 男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動 

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15条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「基本計画」と

いう。）を策定しなければならない。 

２ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、宮崎市男女共同参画社会づくり推進審

議会に諮問しなければならない。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第16条 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。 

（政策の立案及び決定の過程への共同参画） 

第17条 市は、政策の立案及び決定の過程におけるすべての人の参画を促進するため、積

極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、審議会等における委員を委嘱する場合においては、その委員のうち男女のいず

れか一方の委員の数が、委員の総数の10分の４未満とならないよう努めるものとする。 

（市民等の理解を深めるための措置） 

第18条 市は、基本理念に関する市民等の理解を深めるため、広報、啓発及び教育を行う

ものとする。 

（市民等への支援） 

第19条 市は、市民等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、情報

の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（相談及び苦情の処理） 

第20条 市長は、第14条各号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

為に係る事案について、市民等からの相談があった場合は、必要に応じて国、県その他

の関係機関及び関係団体と連携を図り、当該相談を適切に処理するものとする。 

２ 市長は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、市民等から苦情の申出があった

場合は、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市長は、前項の苦情の申出を処理するに当たって、必要と認めるときは、宮崎市男女

共同参画社会づくり推進審議会の意見を聴くものとする。 

（調査研究） 

第21条 市は、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実施の

ために、情報の収集及び分析その他の調査研究を行うものとする。 
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（事業者への協力依頼等） 

第22条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画社会の形成の

促進に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、市が出資等を行う事業者のうち、規則で定める

ものに対し、男女共同参画社会の形成に関する取組について報告を求め、又は適切な措

置を講ずるよう求めることができる。 

（推進体制の整備等） 

第23条 市は、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その他の措置を講

ずるものとする。 

（年次報告） 

第24条 市長は、毎年度、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況につい

て報告書を作成し、これを公表するものとする。 

第３章 宮崎市男女共同参画センター 

（センターの設置） 

第25条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施し、及び市民等が行う男女共

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して、宮崎市宮崎駅東３丁目６

番地７に宮崎市男女共同参画センター（以下「センター」という。）を設置する。 

 （事業） 

第26条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 広報、啓発及び人材の育成に関すること。 

 (２) 情報の提供及び市民等の交流の促進に関すること。 

 (３) 相談に関すること。 

 (４) センターの施設の提供に関すること。 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

 （開館時間） 

第27条 センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、日曜日にお

いては、午前９時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更するこ

とができる。 

 （休館日） 

第28条 センターの休館日は、次のとおりとする。 

 (１) 火曜日 

 (２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

 (３) 12月29日から翌年１月３日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館日に休館し、又は

休館日に開館することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第29条 センターの管理は、地方自治法（昭和22年法律第67条）第244条の２第３項の規定

により、指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるもの

とする。 

 （指定管理者の業務） 

第30条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (１) 第26条各号に掲げる事業に関する業務 

 (２) センターの使用の許可に関する業務 

 (３) センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務 

 (４) 前3号に掲げるもののほか、第25条に規定する目的を達成するために必要な業務 

 （使用の登録） 

第31条 センターの施設、附属設備又は備品（次に掲げる施設及び第37条の規定により使
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用料を徴する附属設備又は備品に限る。以下「施設等」という。）を使用しようとする

者は、規則で定めるところにより、市長の登録を受けなければならない。 

 (１) 講習室１ 

 (２) 講習室２ 

 (３) ホール 

 (４) 視聴覚室 

 （使用の許可等） 

第32条 前条の登録を受けた者は、施設等を使用しようとするときは、あらかじめ、指定

管理者の許可（以下「使用許可」という。）を受けなければならない。許可された事項

を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用許可に必要な条件

を付し、又はこれを変更することができる。 

 （使用の不許可） 

第33条 指定管理者は、前条第１項の規定により使用許可の申請があった場合において、

その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。 

 (１) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

 (２) センターの施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあ

ると認めるとき。 

 (３) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認めるとき。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。 

 （使用許可の取消し等） 

第34条 指定管理者は、使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、当該使用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずる

ことができる。 

 (１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。 

 (２) 施設等を許可された使用目的と異なった目的に使用したとき。 

 (３) 使用許可の条件に違反したとき。 

 (４) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

 (５) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第35条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （入館の制限等） 

第36条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、若しくは制限

し、又は退館を命ずることができる。 

 (１) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者 

 (２) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者 

 (３) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物又は動物を携帯する 

  者 

 (４) センターの施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあ 

ると認める者 

 (５) 許可なく寄付金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為をする 

  者 

 (６) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示する者 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認める者 

 （使用料） 

第37条 センターの施設の使用料は、無料とする。 

２ 附属設備及び備品の使用料は、規則で定める。 

３ 使用者は、前項の使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。 
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 （使用料の減免） 

第38条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免

除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第39条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

 (１) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由によって使用できなかった

とき。 

 (２) 使用の取りやめの届出があったとき。 

 (３) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 

 （原状回復） 

第40条 センターを使用する者は、その使用を終了したとき、又は第34条の規定により使

用許可を取り消されたときは、直ちにセンターを原状に回復しなければならない。 

 （損害賠償） 

第41条 センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、附

属設備、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

第４章 宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 

（設置等） 

第42条 市長の諮問に応じ、基本計画その他男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

を調査審議するため、宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会は、第20条第３項の意見を求められたときは、速やかに調査審議し、市長に是

正の要望その他の意見を述べるものとする。 

３ 審議会は、男女共同参画社会の形成に関し必要と認められる事項について調査審議し、

市長に意見を述べることができる。 

（組織及び委員） 

第43条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、男女共同参画社会の形成に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 市長は、委員の一部については、公募に基づいて委嘱するものとする。 

４ 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 委員は、再任されることができる。 

６ 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、また同様

とする。 

（調査権限） 

第44条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、その意見又

は説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

第５章 雑則 

（委任） 

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている宮崎市男女共同参画基本計画は、第15条第１項

の規定により策定された基本計画とみなす。 

附 則（平成26年９月26日条例第92号） 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第６項の規定は、平

成27年４月１日から施行する。（平成27年６月規則第60号で、同27年12月１日から施行。
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ただし、同条例附則第３項の規定は同年９月１日から施行、同条例附則第４項の規定は

同年10月１日から施行） 

（宮崎市働く婦人の家条例の廃止） 

２ 宮崎市働く婦人の家条例（昭和57年条例第15号）は、廃止する。 

（準備行為） 

３ 第31条の登録のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）前においても、同条の規定の例により行うことができる。 

４ 第32条第1項の許可のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条から第

34条までの規定の例により行うことができる。この場合において、第32条から第34条までの

規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。 

（許可、申請等に関する経過措置） 

５ 施行日前に、前項の規定により市長が行った許可その他の行為は指定管理者が行ったものと、

同項の規定により市長に対してされた申請その他の手続は指定管理者に対してされたものと

みなす。 

（宮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

６ 宮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第37

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（平成27年７月17日条例第47号） 

この条例は、平成27年12月１日から施行する。 
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最終改正：平成28年３月30日規則第11号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例（平成17年条例第61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。 

（申出の方法） 

第２条 条例第20条第２項の苦情の申出（以下「申出」という。）は、次に掲げる事項を

記載した書面を提出して行わなければならない。 

(１) 申出をする者の氏名、住所及び電話番号（法人その他の団体にあっては、名称、 

代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号） 

(２) 申出の趣旨及び理由 

(３) 他の機関等への相談等の状況 

(４) 申出の年月日 

（申出の処理） 

第３条 市長は、申出があった場合において、当該申出の内容が次の各号のいずれにも該

当しないときは、調査を行うものとする。 

(１) 裁判所において係争中の事案又は裁判所の確定した判決若しくは決定に係る事案 

(２) 審査請求の審理中の事案又は裁決に係る事案 

(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）第16条に規定する紛争に係る事案 

(４) 議会に請願がなされている事案 

(５) 監査委員に住民監査請求がなされている事案 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が調査を行う必要がないと認める事案 

２ 市長は、申出が前項各号のいずれかに該当するときは、申出人に対し、調査を行わな

い旨を書面により通知するものとする。 

３ 市長は、条例第20条第３項の男女共同参画社会づくり推進審議会（以下「審議会」と

いう。）の意見を聴いたときは、これを尊重するものとする。 

４ 市長は、申出人に対し、第1項の調査の結果並びに申出に対する措置の有無及びその内

容を書面により通知するとともに、これを公表し、及び審議会に報告するものとする。 

５ 前項の規定による公表及び報告に当たっては、個人情報の保護に留意しなければなら

ない。 

（出資法人） 

第４条 条例第22条第２項の規則で定める事業者は、市が資本金、基本金その他これらに

準ずるものの２分の１以上を出資している法人とする。 

（使用の登録の申請等） 

第５条 宮崎市男女共同参画センター（以下「センター」という。）の施設、附属設備又

は備品（以下「施設等」という。）の使用の登録を受けようとする者は、宮崎市男女共

同参画センター使用登録申請書（様式第１号。以下「使用登録申請書」という。）によ

り、市長に申請しなければならない。 

２ 使用登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 法人その他の団体にあっては、定款、会則又はこれらに準ずるもの及び当該団体

を構成する会員の名簿 

(２) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、使用の登録をした者（第６項において「使用登録者」という。）に対し、宮

崎市男女共同参画センター使用登録通知書（様式第２号）を交付するものとする。 

４ 施設等の使用の登録の有効期間は、２年以内とする。 

５ 前項の有効期間は、更新することができる。この場合において、使用の登録の有効期

宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例施行規則（平成 17 年 10 月 1 日規則第 60 号） 
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間は、更新の時から２年を超えることができない。 

６ 使用登録者は、使用登録申請書に記載した事項を変更したときは、宮崎市男女共同参

画センター使用登録変更届（様式第３号）により、速やかに市長に届け出なければなら

ない。 

 （使用許可の申請等） 

第６条 センターの施設等の使用の許可（以下「使用許可」という。）を受けようとする

者（第３項において「申請者」という。）は、宮崎市男女共同参画センター使用許可申

請書（様式第４号）により、指定管理者に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の期間は、施設等を使用しようとする日（２日以上連続して使

用しようとするときは、その初日をいう。以下この項において「使用日」という。）の

属する月前６月の初日から使用日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認め

るときは、この限りでない。 

３ 指定管理者は、施設等の使用許可をしたときは、宮崎市男女共同参画センター使用許

可書（様式第５号。以下「使用許可書」という。）を申請者に交付するものとする。 

４ 附属設備の使用許可の期間は、１年以内とする。 

５ 前項の期間は、更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、更新

の時から１年を超えることができない。 

 （使用許可書の提示） 

第７条 施設等の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、指定管理者から使

用許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 

 （使用の取りやめの届出等） 

第８条 使用者は、当該使用を取りやめようとするときは、宮崎市男女共同参画センター

使用取りやめ届（様式第６号）により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。 

２ 使用者は、許可された事項を変更しようとするときは、宮崎市男女共同参画センター

使用許可変更申請書（様式第７号）により、速やかに指定管理者に申請しなければなら

ない。 

３ 第１項に規定する届出書及び前項の申請書には、使用許可書を添付しなければならな

い。 

 （附属設備の使用料） 

第９条 附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。 

２ 条例第37条第３項の規則で定める期日は、使用許可の日とする。 

 （使用料還付の基準） 

第10条 条例第39条ただし書の規定により使用料を還付するときの基準は、次のとおりと

する。 

(１) 条例第39条第１号の理由によるとき 10割 

(２) 条例第39条第２号の理由によるもののうち、当該届出が使用許可の期間の初日（次

号において「使用開始日」という。）までにあったとき 10割 

(３) 条例第39条第２号の理由によるもののうち、当該届出が使用開始日以後にあった

とき 使用を取りやめた日の属する月の翌月以後の月分の使用料の全額 

(４) 条例第39条第３号の理由によるとき ５割 

 （汚損等の届出） 

第11条 センターを使用する者は、センターの施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、

又は滅失したときは、宮崎市男女共同参画センター汚損等届（様式第８号）により、指

定管理者に届け出なければならない。 

 （使用後の点検） 

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに指定管理者に申し出て点検

を受けなければならない。 

 （委員） 

第13条 審議会の委員のうち、条例第43条第３項の規定により公募に基づいて委嘱する委
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員以外の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 企業及び各種団体の関係者 

(４) その他市長が適当と認める者 

 （会長） 

第14条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第15条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

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、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 （部会） 

第16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、審議会が付託した事項について調査審議し、審議会に報告するものとする。 

３ 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

５ 部会長は、部会の会務を総理する。 

６ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委

員がその職務を代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることが

できる。 

８ 前条の規定は、部会について準用する。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17条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。 

 （委任） 

第18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18年１月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日規則第２号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年8月28日規則第72号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条第２項の規定にかかわらず、平成27年10月１日から同年11月30日まで

の間に使用の許可を受けた者が支払わなければならない使用料に係る宮崎市男女共同参

画社会づくり推進条例の一部を改正する条例（平成26年条例第92号）による改正後の宮

崎市男女共同参画社会づくり推進条例（平成17年条例第61号）第37条第３項の規則で定

める期日は、同年12月25日とする。 

附 則（平成28年３月30日規則第11号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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別表（第９条関係） 

区分 単位 使用料 

大ロッカー １個 １月につき 200円

小ロッカー １個 １月につき 100円

メールボックス １個 １月につき 100円

備考 使用の期間が１月未満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは、１月

として計算する。 

 〔後略〕 
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氏名 所属機関・団体職名

会長 長鶴
ナガツル

　美佐子
ミサコ

宮崎県立看護大学教授

副会長 伊達
ダテ

　紫
ユカリ 国立大学法人宮崎大学　理事（女性活躍・人財育成担当）・

副学長

委員 熱田
アツタ

　潮
ウシオ 宮崎県社会保険労務士会理事

熱田人事・労務コンサルタント

大山
オオヤマ

　和伸
カズノブ 宮崎県弁護士会弁護士　大山法律事務所

両性の平等に関する委員会委員

窪
クボ

　潤
ジュン

奈
　ナ 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

（※審議会委員任期：平成30年1月1日から平成30年9月20日まで）

栗
クリ

栖
ス

　美紀
ミキ 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

（※審議会委員任期：平成30年11月1日以降）

黒木
クロキ

　淳子
ジュンコ

特定非営利活動法人みやざきママパパhappy　事務局長

佐
サドハラ

土原　浩
ヒロシ 株式会社テレビ宮崎　総務部長

（※審議会委員任期：平成28年1月1日から平成30年6月26日まで）

迫
サコ

園
ゾノ

　洋
ヨウ

二
ジ 株式会社テレビ宮崎　取締役　総務局長兼総務部長

（※審議会委員任期：平成30年7月1日以降）

島田
シマダ

　恵美子
エミコ 公益社団法人認知症の人と家族の会世話人

ニチイケアセンター上北方

高浜
タカハマ

　確
カク

也
ヤ オブリガード（自営業）フリーランスライター

宮崎県男女共同参画地域推進員

松尾
マツオ

　則
ノリ

慶
ヨシ

宮崎県人権擁護委員連合会委員

松野
マツノ

　隆
タカシ

元宮崎市教育委員会代表教育委員（平成30年10月退任）

松本
マツモト

　満智子
マチコ 一般社団法人喜笑里（きらり）協会　代表理事

宮崎県男女共同参画地域推進員

森
モリ

　伴子
トモコ

一般社団法人宮崎県助産師会　会長

横山
ヨコヤマ

　和明
カズアキ 一般社団法人宮崎青年会議所　監事

社会福祉法人協愛福祉会中央ヴィラこども園　園長

（敬称略・５０音順）

宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会委員名簿
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 （設 置） 

第１条  本市における男女共同参画に関する施策を総合的に推進するとともに、連絡調整を図るため、

宮崎市男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１）宮崎市男女共同参画基本計画・行動計画の推進に関すること。 

（２）男女共同参画についての関係部門相互間の総合調整に関すること。   

（３）その他男女共同参画推進に関すること。 

 

 （組 織） 

第３条  推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２  会長は担当副市長を、副会長は地域振興部長をもって充てる。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４  委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

 （会 議） 

第４条  推進会議の会議は、会長が招集し、議事を進める。 

２  委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することができる。 

 

 （関係者の出席） 

第５条  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くこと

ができる。 

 

 （幹事会） 

第６条  推進会議に第 2条の所掌事務に関する具体的事項を審議検討させるため、幹事会を置く。 

２  幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

３  幹事長は、文化・市民活動課長をもって充てる。 

４  幹事は、別表２に掲げる職にあるものをもって充てる。 

５  幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。 

 

 （担当者会） 

第７条  幹事会の所掌事務を円滑に推進するため、担当者会を置くことができる。 

 

 （庶 務） 

第８条  推進会議及び幹事会及び担当会の庶務は、文化・市民活動課において処理する。 

 

 （委 任） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は会長が、幹事会の運営に必要

な事項は幹事長が別に定める。 

 

 

宮崎市男女共同参画推進会議設置要綱 
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附則 

この要綱は、平成７年６月 30 日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 12 年４月３日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 13 年４月２日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 14 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 30 年５月 30 日から施行する。 
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別表１（第３条４） 別表２（第６条４）

宮崎市男女共同参画推進会議 宮崎市男女共同参画推進会議幹事会

会 長 副市長 幹事長

地域振興部

文化・市民活動課長

副会長 地域振興部長 幹 事

地域コミュニティ課長

生活安全課長

市民課長

委 員 企画財政部長 幹 事 企画財政部

企画政策課長

秘書課長

財政課長

委 員 総務部長 幹 事 総務部

総務法制課長

人事課長

庁舎管理課長

危機管理課長

委 員 税務部長 幹 事 税務部 国保年金課長

委 員 環境部長 幹 事 環境部
環境保全課長

環境業務課長

委 員 福祉部長 幹 事 福祉部

福祉総務課長

障がい福祉課長

長寿支援課長

介護保険課長

社会福祉第一課長

保育幼稚園課長

子育て支援課長

親子保健課長

委 員 健康管理部長 幹 事 健康管理部

保健医療課長

医療介護連携課長

健康支援課長

委 員 農政部長 幹 事 農政部
農政企画課長

農業振興課長

委 員 観光商工部長 幹 事 観光商工部

観光戦略課長

スポーツランド推進課長

商業労政課長

委 員 建設部長 幹 事 建設部 建築住宅課長

委 員 都市整備部長 幹 事 都市整備部
建築指導課長

景観課長

委 員 農業委員会事務局長 幹 事 農業委員会事務局 農業委員会事務局次長

委 員 教育局長 幹 事 教育委員会

学校施設課長

学校教育課長

教育情報研修センター所長

生涯学習課長

保健給食課長

委 員 消防局長 幹 事 消防局
総務課長

警防課長
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年 世 界 日 本 宮崎市 

1945 年 
(昭和 20 年) 

・国際連合誕生 ・衆議院議員選挙法改正 
（婦人参政権実現） 

 

1946 年 
(昭和 21 年) 

・国連に婦人の地位委員会発

足 
・日本国憲法公布  

1948 年 
(昭和 23 年) 

・「世界人権宣言」採択（国連

総会） 
 

  

1967 年 
(昭和 42 年) 

・「婦人に対する差別撤廃宣

言」採択（国連総会） 
 

・総理府に婦人関係の諸問

題に関する懇談会設置 
 

1972 年 
(昭和 47 年) 

・1975 年を「国際婦人年」と

することを決定 
 

  

1975 年 
(昭和 50 年) 

・国際婦人年（目標：平等、

発展、平和） 
・国際婦人年世界会議（メキ

シコシティ） 
・「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部設

置 
・婦人問題企画推進会議開

催 

 

1976 年 
(昭和 51 年) 

・「国連婦人の 10 年」スター

ト（～1985 年） 

  

1977 年 
(昭和 52 年) 

 ・「国内行動計画」策定 
・「国立女性教育会館」設置

 

1979 年 
(昭和 54 年) 

・国連第 34 回総会「女子差

別撤廃条約」採択 
 

  

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」採択 

  

1981 年 
(昭和 56 年) 

 ・「国内行動計画後期重点目

標」策定 
 

1984 年 
(昭和 59 年) 

 ・「国籍法」「戸籍法」改正

（1985 年施行） 

 

1985 年 
(昭和 60 年) 

・「国連婦人の 10 年」最終年

世界会議（ナイロビ） 
・「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」採択 

・「男女雇用機会均等法」の

公布（1986 年施行） 
・「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：構成を全省庁に拡大 
・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 
 

男女共同参画に向けての国内外の動き 
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年 世 界 日 本 宮崎市 

1990 年 
(平成 2 年) 

・国連婦人の地位委員会拡大

会期 
・国連経済社会理事会「婦人

の地位向上のためのナイロビ

将来戦略に関する第１回見直

しと評価に伴う勧告及び結

論」採択 

  

1991 年 
(平成 3 年) 

 ・「育児休業法」の公布

（1992 年施行） 
・「西暦 2000 年に向けての

新国内行動計画（第 1 次改

定）」策定 

・「女性の目から見たまちづく

り懇話会」設置 

1993 年 
(平成 5 年) 

・国連世界人権会議（ウィー

ン） 
・国連第 48 回総会「女性に

対する暴力の撤廃に関する宣

言」採択 

・「パートタイム労働法」公

布・施行 
・企画調整部企画課に女性行

政の総合調整窓口設置 
・「みやざきフレッシュ女性の

つどい」開催 

1994 年 
(平成 6 年) 

・国際人口・開発会議（カイ

ロ） 
・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 
 

・「女性シティーモニター制

度」実施 

1995 年 
(平成 7 年) 

・第 4 回世界女性会議（北京）

―平等、開発、平和のための

行動 
・「北京宣言及び行動綱領」採

択 

・「育児休業法」改正（介護

休業制度の法制化）し、「育

児・介護休業法」公布・一

部施行（1999 年全面施行）

・「ILO 第 156 号条約（家

族的責任条約）」批准 

・庁内会議「宮崎市女性行政

推進委員会」設置 

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」施行 
・「男女雇用機会均等法」改

正（1998 年一部施行、1999
年全面施行） 
・「介護保険法」公布（2000
年施行） 

・宮崎市女性プラン「女・男

のびやかプランみやざき」策

定 
・「女・男のびやか懇話会」設

置 
・担当部署として「企画調整

部企画課女性行政係」を設置

1998 年 
(平成 10 年) 

  ・第三次宮崎市総合計画にお

いて、男女共同参画社会の実

現に向けての方向性を明確化

 
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 
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年 世 界 日 本 宮崎市 

2000 年 
(平成 12 年) 

・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 
・機構改革により、担当部署

を「市長室企画課女性行政係」

に変更 
2001 年 

(平成 13 年) 
 ・男女共同参画会議設置 

・男女共同参画局設置 
・「DV 防止法」公布・一部

施行（2002 年全面施行） 
・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 
・「育児・介護休業法」改正・

一部施行（2002 年全面施

行） 

・庁内会議を「宮崎市男女共

同参画推進委員会」に改称 
・機構改革により、担当部署

を「市長室市民活動推進課男

女共同参画係」に変更 

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 
 

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、一部施行（2005
年全面施行） 

 

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 
・「DV 防止法」改正・施行

・「育児・介護休業法」改正

（2005 年施行） 

・「宮崎市男女共同参画基本計

画」策定 
・庁内会議を「宮崎市男女共

同参画推進会議」に改称 
・機構改革により、担当部署

を「企画部市民活動推進課男

女共同参画係」に変更 
2005 年 

(平成 17 年) 
・第 49 回国連婦人の地位委

員会「北京＋10」世界閣僚級

会合（ニューヨーク） 

・「第 2 次男女共同参画基

本計画」閣議決定 
・「女性の再チャレンジ支援

プラン」策定 

・機構改革により、担当部署

を「市民部市民活動推進課男

女共同参画係」に変更 

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（2007 年施行） 
・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 

・「宮崎市男女共同参画社会づ

くり推進条例」施行 
・「宮崎市男女共同参画社会づ

くり推進審議会」設置 
・機構改革により、担当部署

を「市民部地域コミュニティ

課男女共同参画係」に変更 
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年 世 界 日 本 宮崎市 

2007 年 
(平成 19 年) 

 ・「DV 防止法」改正（2008
年施行） 
・「パートタイム労働法」改

正（2008 年施行） 
・「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 
・「次世代育成支援対策推進

法」改正（2009 年一部施行、

2011 年全面施行） 
・女子差別撤廃条約実施状

況第 6 回報告提出 
 

・機構改革により、担当部署

を「市民部地域コミュニティ

課市民活動・男女共同参画係」

に変更 
 

2009 年 
(平成 21 年) 

 ・男女共同参画シンボルマ

ーク決定 

・「育児・介護休業法」改正・

一部施行（2010 年全面施

行） 

・女子差別撤廃条約実施状

況第 6 回報告審議 

・「宮崎市男女共同参画基本計

画（改訂版）」策定 

2010 年 
(平成 22 年) 

・第 54 回国連婦人の地位委

員会「北京+15」記念会合（ニ

ューヨーク） 

・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 
・「第 3 次男女共同参画基

本計画」閣議決定 

 

2011 年 
(平成 23 年) 

・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（UN Women）正式発足

 ・機構改革により、担当部署

を「地域振興部地域コミュニ

ティ課市民活動・男女共同参

画係」に変更 
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年 世 界 日 本 宮崎市

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

・「「女性の活躍促進による

経済活性化」行動計画」策

定

2013年
(平成 25年)

・若者・女性活躍推進フォ

ーラムの開催・提言

・「DV防止法」改正（平成
26年 1月施行）

2014年

(平成 26年)

・第 58回国連婦人の地位委

員会「自然災害におけるジェ

ンダー平等と女性のエンパワ

ーメント」決議案採択

・「すべての女性が輝く社会

づくり本部」の設置

・「パートタイム労働法」改

正（2015年施行）

・「次世代育成支援対策推進

法」改正（2015年施行）

・「第２次宮崎市男女共同参画

基本計画」策定

2015年

(平成 27年)

・第 59回国連婦人の地位委

員会「北京+20」記念会合（ニ

ューヨーク）

・「第 4次男女共同参画基

本計画」閣議決定

・「女性活躍推進法」公布・

一部施行（2016 年全面施

行）

2016年

(平成 28年)

・「育児・介護休業法」改正

（2017年施行）

・「男女雇用機会均等法」改

正（2017年施行）

2017年

(平成 29年)

・「女性活躍推進法」改正

（2018年施行）

・機構改革により、担当部署

を「地域振興部文化・市民活

動課市民活動・男女共同参画

係」に変更

2019年

(平成 31年)

・「第 2次宮崎市男女共同参画

基本計画（改訂版）」策定

― 98 ―



参考資料 

 

 
 

年 月 日 実 施 内 容 

H29.10. 5 市民意識調査の実施（H29.11.6 まで） 

H30. 3.19 「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」の改訂における基本的な考え方につ

いての諮問 

H30. 5.18 第 1回宮崎市男女共同参画推進会議 

H30. 5.29 第 1回宮崎市男女共同参画推進会議幹事会・担当者会 

H30. 5.30 第 1回宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会・答申 

H30. 7.18 第 2回宮崎市男女共同参画推進会議担当者会 

H30. 7.23 第 2回宮崎市男女共同参画推進会議幹事会 

H30. 8. 1 第 2回宮崎市男女共同参画推進会議 

H30. 8. 8 第 2回宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 

H30.10. 1 第 3回宮崎市男女共同参画推進会議担当者会 

H30.10. 5 第 3回宮崎市男女共同参画推進会議幹事会 

H30.10.17 第 3回宮崎市男女共同参画推進会議 

H30.11. 1 第 3回宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 

H30.11.16 パブリックコメント実施（H30.12.14 まで） 

H30.12.21 第 4回宮崎市男女共同参画推進会議担当者会 

H31. 1. 8 第 4回宮崎市男女共同参画推進会議幹事会 

H31. 1.17 第 4回宮崎市男女共同参画推進会議 

H31. 2. 1 第 4回宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会・諮問 

H31. 2. 7 「第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）」の策定についての答申 

 
 
 
 

第２次宮崎市男女共同参画基本計画(改訂版）策定の取り組み経過 
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第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）の策定に係る諮問（１回目） 

宮 文 第 ４ ０ １ 号

平成３０年３月１９日

 
 
宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 会長 殿 

 
 
 

宮崎市長 戸敷 正 

 
 

第２次宮崎市男女共同参画基本計画の 
改訂における基本的な考え方について（諮問） 

 
 
宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例第１５条第４項に基づき、下記のとおり諮問

いたします。 
 

記 
 
１ 諮問の内容 

宮崎市の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項について 
 
２ 諮問する理由 

    本市では、宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例に基づき、平成２６年３月

に定めた第２次宮崎市男女共同参画基本計画に沿って、男女共同参画社会の促進

に関する施策を総合的に推進しています。 
計画策定後の宮崎市の男女共同参画社会の形成に関連する様々な状況の変化を

ご考慮のうえ、宮崎市が基本計画を改訂する際の基本的な考え方について意見を

求めるものです。 
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第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）の策定に係る答申（１回目） 

平成３０年５月３０日

 
宮崎市長 戸敷 正 殿 

 
宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 

会長 長鶴 美佐子 
 

   第２次宮崎市男女共同参画基本計画の 
   改訂における基本的な考え方について（答申） 

 
 

 平成３０年３月１９日付け宮文第４０１号で諮問されました標記の件について、当審

議会で議論を重ね、この度、下記のとおり、調査結果を取りまとめましたので、答申い

たします。 
当局におきましては、当答申を踏まえ、第２次宮崎市男女共同参画基本計画を改訂す

るよう要請いたします。 
 

記 
 
答申の内容 
 
（１）女性活躍推進法に基づく市町村推進計画を第２次宮崎市男女共同参画基本計画に

盛り込むこと。 
    平成２７年国勢調査によると、宮崎市における女性の就業率は、全国平均より

高く、いわゆる３０代を谷とした M 字カーブは、近年緩やかになっていることか

ら、女性が働きながら子育てや地域活動ができるよう、市民意識調査によって把

握できるニーズに基づいた支援策を検討していただきたい。 
    具体例としては、仕事と家庭の両立を目標として、男女共同参画の視点に基づ

いたワーク・ライフ・バランスの推進や、就業環境の整備、そして積極的な女性

の登用・参画を図っていただきたい。 
 
（２）性的少数者への具体的な取り組みを盛り込むこと。 

市民意識調査での性的少数者の割合は約６％であったことから、当事者の人権

が尊重され、性別に関わりなく安心して暮らせるための社会づくりについて、当

事者の意見を取り入れながら検討していただきたい。 
 

（３）宮崎市 DV 防止・被害者支援計画を第２次宮崎市男女共同参画基本計画に位置づ

けること。 
平成２８年度に策定した「宮崎市 DV 防止・被害者支援計画」について、「第２

次宮崎市男女共同参画基本計画」にも DV 防止等の記載があることから、両計画

の整合性を図っていただきたい。 
 

（４）国・県の計画に勘案すること 
国が策定した「第４次男女共同参画基本計画」及び県が策定した「第３次みや

ざき男女共同参画プラン」については、第２次宮崎市男女共同参画基本計画策定

後に策定されていることから、国・県の計画を勘案し、社会情勢に合わせた計画

改訂を進めていただきたい。 
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宮 文 第 ４ １ ８ 号

平成３１年２月１日

 
 
宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会  
会長 長鶴 美佐子 様 

 
 

宮崎市長 戸敷 正 

 
 

第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版・案）について（諮問） 
 
 
 第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版・案）について、貴審議会に諮問します。

 
 
 

第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）の策定に係る諮問（２回目） 
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第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）の策定に係る答申（２回目） 

平成３１年２月７日

 
宮崎市長 戸敷 正 殿 

 
宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 

  会長 長鶴 美佐子 

 
第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）の策定について（答申） 

 
 
 平成３１年２月１日付け宮文第４１８号で諮問のありました「第２次宮崎市男女共同

参画基本計画（改訂版）」の策定について、慎重に審議を重ねた結果、その内容を妥当と

認め、本案をもって推進されますようここに答申します。 
 今後は、社会情勢の変化や国の動向等を適切に把握し、関係機関等の連携や市民の参

画・協働を図りながら、本計画の着実な推進が図られることを要望いたします。 
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無償労働と訳され、賃金、報酬が支払われない労働、活動を意味する。 

 

 

  

 平成 4年（1992 年）4月 1日施行。 

 育児休業・介護休業に関する制度並びに子の看護休暇・介護休暇に関する制度の設定、育児・

介護を行う労働者等に対する支援等により、雇用の継続や、育児・介護のため退職した労働者

の再就職の促進を図るため制定された。 

 

 

自己決定する能力を身に付け、法的・経済的・政治的な意思決定の場に主体的に参画するこ

と。 

 

 

 

 

家族で取り組む農業経営について、経営の方針や家族ひとりひとりの役割、就業条件・就業

環境などについて、家族みんなで話し合いながら文書で取り決めるもの。 

 

 

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かかわらず、

男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいう。 

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方によ

り、男性・女性の役割を決めている例である。 

 

 

 

 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セッ

クス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、

「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェ

ンダー／gender）という。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの

価値を含むものではなく、国際的にも使われている。 

 

 

アンペイドワーク（無償労働） 

エンパワーメント 

家族経営協定 

固定的性別役割分担 

ジェンダー 

あ行 

か行 

さ行 

育児・介護休業法 

（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律） 
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105 

「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー）が性差別、性別による固定的役割分担、

偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識してい

こうとするもの。 

 

 

 自分がどの性別であるかの認識（この認識については、自分の生物学的な性別と一致する人

もいれば、一致しない人もいる）のこと。 

 

 

 人の恋愛感情や性的な関心がいずれの性別に向うかの指向（この指向については、異性に向

う異性愛、同性に向う同性愛、男女両方に向う両性愛等の多様性がある）のこと。 

 

 

 「結婚や恋愛は異性が対象」「身体の性別と心の性別は一致する」など今まで一般的・典型

的と考えられてきた性のあり方に当てはまらない人。レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男

性の同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（出生時に決められた性

に違和感を持つ人）の頭文字を取って、ＬＧＢＴと呼ばれることがある。多様な性のあり方の

中には、ＬＧＢＴに当てはまらないものもある。 

 

 

 平成 28 年（2016 年）4月 1日全面施行。10 年間の時限立法。 

 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できる環境を整備するために制定された。 

これにより、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組を盛り込んだ行動

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が義務付けられた

（300 人以下の中小企業は努力義務）。  

 

 

性的嫌がらせのこと。職場でのセクシュアルハラスメントについては「職場において相手の

意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって仕事を遂行する上で一定の不

利益を与えたり、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」とされてい

る。またタイプとしては大きく２つに分類され、雇用上の力関係を利用した性的な言動に対し

て、拒否したことで解雇などの不利益を受ける「対価型」、性的な言動によって職場環境を不

快にし、就業能力の低下をまねく「環境型」タイプがあるといわれている。 

 

 

 企業に属さない個人起業家や自営業者などが情報通信ネットワークや情報通信機器を活用

し、自宅や小規模な事務所で仕事をする独立自営型の就労形態のこと。 

セクシュアルハラスメント 

ＳＯＨＯ 

性自認 

性的指向 

性的少数者 

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） 

ジェンダーの視点 
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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のこと。 

 

 

平成 11 年（1999 年）6月 23 日公布、施行。 

この法律は、男女共同参画社会の形成に関する５つの基本理念を定め、この基本理念にのっ

とり、国や地方公共団体は男女共同参画社会の形成に関する施策を策定・実施すること、国民

は男女共同参画社会の形成に努めること、というそれぞれの責務を明らかにしている。 

 

 

 

 平成 19 年（2007 年）4月 1日施行。 

 この法律では、募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とす

る差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められている。 

 また平成 29 年（2017 年）1 月 1 日の改正法施行後、上司・同僚からの職場における妊娠・

出産等に関するハラスメント防止対策の措置が義務付けられた。 

 

 

配偶者など、親密な関係にあるパートナーから受ける暴力のこと。殴る、蹴るといった身体

的暴力だけでなく、精神的暴力、性的な暴力、経済的な暴力など様々な形で私たちの身近に存

在している。 

また近年では、恋人間で起こるＤＶと同様の行為について、「デートＤＶ」と呼ぶこともあ

る。 

「ＤＶ防止法」では、配偶者からの暴力を「配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義している。 

なお、一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）」や「Ｄ

Ｖ」は、法令等で明確に定義された言葉ではない。 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会 

男女共同参画社会基本法 

た行 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

男女雇用機会均等法 

（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） 
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「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」として平成 13 年（2001 年） 

4 月 13 日公布､10 月 13 日施行｡この法律は、配偶者からの暴力を阻止し、被害者を保護するた

め、都道府県が自ら設置する婦人相談所その他の適切な施設において、被害者の相談を受けた

り、一時保護を行うなど「配偶者暴力相談支援センター」としての役割を果たすことや、裁判

所が発するいわゆる接近禁止命令や退去命令について規定している。平成 16 年（2004 年）12

月 2 日施行の一部改正において、「配偶者からの暴力」の定義の拡大、退去命令の期間の拡大

などが規定された。その後、平成 20 年（2008 年）1月 11 日施行の改正法においては、保護命

令制度の拡充などが規定された。さらに、平成 26 年（2014 年）1 月 3 日施行の改正によって

法律名を「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」に改め、生活の本拠を

共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に

準じて、法の適用対象とされることとなった。 

 

 

 情報通信技術を活用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方のこと。企業等に勤務す

る被雇用者が行う雇用型テレワークと個人事業者・小規模事業者等が行う自営型テレワーク

（ＳＯＨＯなど）に大別される。 

 

 

 

 

協働。対等な協力関係のこと。それぞれの主体が自己を確立し、相互の認識と理解の上に立

って共通の目的を持ち、「対等性」「公開性」が確保されていることを意味する。 

 

 

 高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）

すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁など全ての障壁を除去す

るという考え方のこと。 

 

 

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務

の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のこと。 

 

 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）で構成される

育児に関しての相互援助活動を行う組織のこと。 

センターの事務局で、会員の依頼により育児の提供者を紹介する。 

例えば援助の方法としては、依頼会員が急な残業で子どもを保育所に迎えに行けなくなった

時、提供会員が代わりに子どもの迎えや自宅での援助を行うなどの方法があり、既存の施設保

育では応じきれない保育ニーズに対応するものである。 

ＤＶ防止法（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） 

パートナーシップ 

ファミリー・サポート・センター 

は行 

テレワーク 

バリアフリー 

パワーハラスメント 
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 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である。 

 

 

 

 

 職場において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関

する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者等の

就業環境が害されること。 

 

 

メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する能力、メディア

を通じコミュニケーションする能力の 3つを構成要素とする複合的な能力のこと。 

 

 

 

 

 障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や物

を含めた生活環境を初めからデザインする考え方。 

 

 

 

 

平成 6 年（1994 年）にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、

重要な人権の１つとして認識されている。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心的課題に

は、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満ち足りた性的関係、安全な妊娠・

出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。また、これらに関連して、思春期

や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されて

いる。 

 

 

 第 1次産業（農林水産業）、第 2次産業（製造業）、第 3次産業（小売業など）の一体的な推

進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みのこと。各産業の数字を掛

け合わせ、（1×2×3＝）6次産業化と呼ばれている。 

 

 

 

 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

メディア・リテラシー 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利） 

ま行 

ら行 

６次産業化 

や行 

ユニバーサルデザイン 

マタニティハラスメント（職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント）
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老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、

自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。このことは、「仕事の充実」と「仕事以外の

生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会を創出する基盤として極めて

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス 

わ行 
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平成２９年度～平成３５年度

配偶者や恋人・家族等からの暴力の防止及び

被害者支援のための基本計画





は じ め に

配偶者や恋人からの暴力（ＤＶ及びデートＤＶ）など

のあらゆる暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権

侵害であるとともに男女共同参画社会の形成を阻害す

る大きな要因となっております。

本市では、平成２６年３月に策定した「第２次宮崎市

男女共同参画基本計画」の中で、重点的に取り組んでい

く施策の一つとして、「ＤＶ（ドメスティック・バイオ

レンス）防止のための啓発及び支援体制の充実」を掲げ、

暴力の根絶のための啓発、暴力の防止・救済に向けた取

り組みを進めてまいりました。

この度、被害者の方に最も身近な行政主体として、関係部局・関係機関が連携して

ＤＶの防止、被害者からの相談対応や安全確保及び自立支援、支援体制の充実など総

合的な推進を図るため、「宮崎市ＤＶ防止・被害者支援計画」を策定しました。

本計画では、「ＤＶを許さない社会づくり」、「安心して相談できる体制づくり」、「迅

速かつ安全な保護」、「生活再建のための支援」及び「関係機関との連携協力等」の

５つの基本目標を掲げるとともに、各々の現状と課題を踏まえた１０の重点分野と、

２５の施策の方向を定め、関係部局・関係機関と連携を図りながら計画を推進してま

いります。

今後とも、市民の皆様と共に、配偶者等からの暴力は絶対に許さないという意識の

醸成を図りながら、関係機関・団体等との連携をより一層強化し、すべての人の人権

が尊重され、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現してまいりたいと存じますの

で、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました「宮崎市男女共同

参画社会づくり推進審議会」「宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定

市民作業部会」をはじめ、ご協力をいただきました皆様に対しまして心から感謝申し

上げます。

平成２９年３月

宮崎市長 戸敷 正
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第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。）は、

犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。また、DVは多くの場合、女性が被害

者であり、男女が平等でお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同

参画社会の形成を大きく阻害するものであるため、解決しなければならない重要な

課題です。

こうしたことから、国では平成１３年４月に、配偶者からの暴力防止及び被害者

の保護を図ることを目的として、「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）」を制定しました。

また、平成１９年７月には、保護命令制度の拡充とともに、被害者に対する自立

支援策を充実させるため、市町村における基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援

センター設置を努力義務とするDV防止法の一部改正がなされました。

なお、平成２５年６月には、配偶者だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手

からの暴力及びその被害者についても、DV防止法を準用するとした改正があり、

法律の名称も「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」に改め

られました。

これらのことから、住民に最も身近な行政主体である市町村に対してDV防止施

策のより一層の充実が求められているため、本市においても、関係部局・関係機関

が連携してDVの防止、被害者からの相談対応や被害者の安全確保及び自立支援、

支援体制の充実など総合的な推進を図ることを目的に、「宮崎市DV防止・被害者

支援計画」を策定します。
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勘案

２ 計画の位置づけ

本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、

「DV防止法」という。）第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画とします。

また、「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」の基本目標２「人権が尊重され、

健康に暮らせる環境づくり」の重点分野③「男女の人権尊重と女性に対するあらゆ

る暴力の根絶」に関する施策の方向（７）「DV（ドメスティック・バイオレンス）

防止のための啓発及び支援体制の充実」を達成するための計画として位置づけるも

のとします。

宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例

第２次宮崎市男女共同参画基本計画

○基本目標２

人権が尊重され、健康に暮らせる環境づくり

○重点分野③

男女の人権尊重と女性に対するあらゆる
暴力の根絶

○施策の方向（７）

DV（ドメスティック・バイオレンス）
防止のための啓発及び支援体制の充実

【法律】

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

【基本方針】

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する

基本的な方針

DV対策宮崎県基本計画

国

宮崎市

宮崎県
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第２次宮崎市男女共同参画基本計画体系図

基本理念

（１） 男女共同参画に関する広報・啓発の推進

（２）
男性・子どもにとっての男女共同参画の促進

（３）
固定的な性別役割分担意識にとらわれない
生活設計の啓発

（４） メディアにおける男女共同参画の推進

②
多様な選択を可能と
する教育と学習の充実

（５）
男女共同参画の視点に立った家庭・学校・
地域・職場等における教育・学習の推進

（６）
セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる
ハラスメントの防止対策の推進

（７）
DV（ドメスティック・バイオレンス）防止
のための啓発及び支援体制の充実

（８） 児童虐待防止のための支援体制の充実

（９）
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖
に関する健康/権利）に関する意識の浸透

（１０）
それぞれのライフステージに対応した健康の
保持増進対策の推進

（１１）
ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及・
浸透

（１２）
多様なライフスタイルに対応できる子育てや
介護等の支援

（１３）
雇用における男女の均等な機会及び待遇の
確保

（１４）多様な働き方への支援

（１５）女性の職業能力開発への支援

（１６）
農林水産業・商工業自営業で働く女性の就業
環境の整備

（１７）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

（１８）女性のエンパワーメントに対する支援

（１９）
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

（２０）ひとり親家庭の自立支援の充実

（２１）貧困など生活上の困難に対する支援の充実

（２２）
男女共同参画による地域の活性化と
まちづくりの推進

（２３）男女共同参画による防災対策の推進

（２４）男女共同参画による環境対策の推進

（２５）
男女共同参画に関する世界の取り組みに
ついての理解と国際交流の推進

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
　
ひ
と
り
ひ
と
り
が
輝
き
　
思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち

人権が尊重
され、健康に
暮らせる環境
づくり

2

⑥

⑧

⑨

性別に
かかわりなく
あらゆる分野
で活躍でき、
多様な生き方
が選択できる
社会づくり

3

⑦

④

政策・方針決定への
女性参画の拡大

様々な困難な状況に
おかれている人々への
対応の充実

地域・防災・環境に
おける男女共同参画
の推進

⑤
男女の仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の推進

男女の多様な働き方を
支援する就業環境整備
の充実

生涯を通じた男女の
健康支援

③
男女の人権尊重と
女性に対するあらゆる
暴力の根絶

基本目標 重点分野 施策の方向

1
男女共同参画
社会への意識
づくり

①
男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行
の見直しと意識改革

重点施策

重点施策

重点施策
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※１ 身体的暴行

なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行。
※２ 心理的攻撃

人格を否定するような暴言、交友関係や行先、電話・メールなどを細かく監視したり長時間
無視するなどの精神的な嫌がらせ、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるの
ではないかと恐怖を感じるような脅迫。

※３ 経済的圧迫

生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど。
※４ 性的強要

いやがっているのに性的な行為を強要される、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊
に協力しないなど。

※５ 「恋人や交際相手など親密な関係にある者」

性的少数者（セクシュアルマイノリティ）も含まれる。

３ 計画の期間

この計画の期間は、「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」との整合性を図るた

め、平成２９年度から平成３５年度までの７年間とします。

ただし、社会情勢の変化、DV防止法及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等のための施策に関する基本的な方針」（以下、「基本方針」という。）の見

直し等により、新たに盛り込むべき事項等が生じた場合には、必要に応じて見直す

こととします。

４ 定義等

（１）DV防止法における定義

DV防止法では、「配偶者からの暴力」や「被害者」、「配偶者」を次のように

定義しています。

①配偶者からの暴力：身体的暴行※１に限らず心理的攻撃※２、経済的圧迫※３、性

的強要※４といった様々な暴力が含まれる。また、元配偶者からの暴力も含む。

②被害者：配偶者からの暴力を受けた者。

③配偶者：性別を問わない。事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

（２）本市における「被害者」の考え方

本計画では、DV防止法に規定される「配偶者」だけでなく、「恋人や交際

相手など親密な関係にある者」※５も含むものとします。

（３）DVの特徴等

DVは、配偶者だけでなく、交際相手など親密な関係にある者から振るわれ

る暴力であるため、被害が潜在化しやすい傾向にあります。

また、常に暴力を振るう形態だけでなく、3つの段階（緊張が高まり暴力と

なって爆発する「爆発期」、暴力を振るった後は後悔し、しばらくの間平穏に

なる「ハネムーン期」、暴力のエネルギーが高まる「緊張期」）を繰り返す形態

もあると言われており、周囲も気付かないうちに被害が深刻化してしまうとい

う特徴があります。
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第２章 DVに関する現状

１ 配偶者からの暴力の被害経験

（１）全国の状況

内閣府が平成26年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」では、こ

れまでに結婚したことのある人に、「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性

的強要」の4つの行為をあげ、それぞれの行為について、配偶者から被害を受けた

ことがあるかを聞いたところ、被害経験が『あった』（「何度もあった」「1，2度あ

った」の計）は女性が23.7％、男性が16.6％となっています。

それぞれの行為については、「身体的暴行」では女性が15.4％、男性が10.8％、

「心理的攻撃」では女性が11.9％、男性が9.1％、「経済的圧迫」では女性が7.4％、

男性が2.2％、「性的強要」では女性が7.1％、男性が1.5％となっています。い

ずれの行為も、女性の割合が高くなっています。

配偶者からの被害経験（男女別）

「男女間における暴力に関する調査報告書」（内閣府 H26年度）

0.0 

0.9 

2.0 

1.4 

3.5 

1.5

1.3

7.1

9.4

13.1

94.8

93.8

87.2

86.2

80.5

3.7

3.9

3.7

3.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

D　性  的 強 要

C　経済的圧迫

B　心理的攻撃

A　身体的暴行

配偶者からの

被害経験の有無

男性　n=1,272人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

3.0 

3.6 

5.3 

3.3 

9.7 

4.1

3.8

6.6

12.1

14.0

86.9

87.2

82.5

79.6

72.1

6.0

5.4

5.6

5.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　n=1,401人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

配偶者からの

被害経験の有無

Ａ 身体的暴行

Ｂ 心理的攻撃

Ｃ 経済的圧迫

Ｄ 性的強要
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（２）本市の状況

本市が平成27年度に実施した「宮崎市男女間における暴力に関する調査。（以

下、「本市調査」という。）」では、これまでに結婚したことのある人に、「身体的暴

行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」の4つの行為をあげ、それぞれの行

為について、配偶者から被害を受けたことがあるかを聞いたところ、被害経験が『あ

った』（「何度もあった」「1，2度あった」の計）は女性が29.2％、男性が13.4％

となっています。女性の割合は、全国の割合を上回っており、約3人に1人は、

配偶者から暴力を受けている現状です。

それぞれの行為については、「身体的暴行」では女性が19.6％、男性が10.1％、

「心理的攻撃」では女性が16.6％、男性が6.4％、「経済的圧迫」では女性が7.9％、

男性が0.6％、「性的強要」では女性が10.7％、男性が1.3％となっています。い

ずれの行為も、女性の割合が高くなっています。特に女性の「身体的暴行」と「心

理的攻撃」の割合は、全国と比較して、ともに4ポイント以上上回っている状況に

あります。

配偶者からの被害経験（男女別）

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

0.3 

0.3 

1.7 

1.7 

3.0 

1.0

0.3

4.7

8.4

10.4

95.7

96.0

90.6

87.6

84.3

3.0

3.3

3.0

2.3

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

D　性  的 強 要

C　経済的圧迫

B　心理的攻撃

A　身体的暴行

配偶者からの
被害経験の有無

男性　n=299人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

3.7 

4.6 

7.2 

6.3 

13.1 

7.0

3.3

9.4

13.3

16.1

81.5

85.0

76.5

74.1

65.4

7.8

7.2

7.0

6.3

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　n=459人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

配偶者からの

被害経験の有無

Ａ 身体的暴行

Ｂ 心理的攻撃

Ｃ 経済的圧迫

Ｄ 性的強要
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２ 相談等の状況

（１）DVに関する行政・民間団体への相談状況

県や市におけるDV相談の機関は、宮崎市女性相談室、宮崎県女性相談所、宮崎

市男女共同参画センター、宮崎県男女共同参画センター、ＮＰＯ法人等の民間団体

があります。

相談状況は、平成27年度が全体で延べ1,186 件となっています。

【DV相談件数の推移】 （単位：件）

※宮崎市女性相談室、宮崎県女性相談所の件数には「交際相手からの暴力」の件数は含まれて

おりません。

（２）宮崎県警察本部における配偶者からの暴力相談対応状況等

宮崎県警察本部における、配偶者からの暴力相談対応状況は、平成27年が391

件、ストーカー相談認知状況が280件となっています。

【配偶者からの暴力及びストーカー事案の推移】 （単位：件）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

宮崎市女性相談室 352 452 415 354

宮崎県女性相談所 464 461 314 476

民間団体 378 305 235 200

宮崎市男女共同参画

センター

（H27年12月～）

－ － － 4

宮崎県男女共同参画

センター 184 196 163 152

合 計 1,378 1,414 1,127 1,186

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

配偶者からの

暴力相談対応状況 373 409 374 391

ストーカー相談

認知状況 201 265 289 280

合 計 574 674 663 671
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３ 男女間の暴力を防止するために必要なこと

（１）全国の状況

「男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えま

すか。」と聞いたところ、「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増

やす」が69.4％と最も多く、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するた

めの教育を行う」が64.6％、「加害者への罰則を強化する」が60.4％、「学校・

大学で生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」が57.6％などと

なっています。

「男女間における暴力に関する調査報告書」（内閣府 H26年度）

3.7

3.6

5.1

23.7

38.3

34.6

44.0

46.1

58.2

60.0

66.6

66.9

4.6

1.4

4.0

21.4

37.3

46.1

43.5

52.0

57.0

60.9

62.8

71.7

4.2

2.5

4.5

22.5

37.8

40.5

43.7

49.1

57.6

60.4

64.6

69.4

総数

女性

男性

●家庭で保護者が子どもに暴力防止の教育を行う

●加害者への罰則を強化する

●学校・大学で生徒・学生に暴力防止の教育を行う

●暴力を繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う

●メディアを活用して、広報・啓発活動を行う

●暴力を助長するおそれのある情報を取り締まる

●被害者を発見しやすい警察や医療関係者などに研修や啓発を行う

●地域で暴力を防止するための研修会等を行う

●その他

●特にない

●無回答

●被害者が早期に相談できる相談窓口を増やす

（単位：%）
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（２）本市の状況

「男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えま

すか。」と聞いたところ、「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増

やす」が69.8％と最も多く、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するた

めの教育を行う」が63.9％、「学校・大学で生徒・学生に対し、暴力を防止する

ための教育を行う」が60.8％、「加害者への罰則を強化する」が59.8％などと

なっています。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

2.1

2.4

4.8

25.3

31.7

35.7

48.0

42.4

61.1

61.9

63.2

67.2

4.3

1.2

3.4

20.2

36.4

42.4

42.6

50.9

59.4

60.3

64.9

72.3

3.4

1.8

4.2

22.3

34.8

39.5

44.3

47.5

59.8

60.8

63.9

69.8

総数

女性

男性

●被害者が早期に相談できる相談窓口を増やす

●家庭で保護者が子どもに暴力防止の教育を行う

●学校・大学で生徒・学生に暴力防止の教育を行う

●加害者への罰則を強化する

●暴力を繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う

●メディアを活用して、広報・啓発活動を行う

●暴力を助長するおそれのある情報を取り締まる

●被害者を発見しやすい警察や医療関係者などに研修や啓発を行う

●地域で暴力を防止するための研修会等を行う

●その他

●特にない

●無回答

（単位：%）
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第３章 施策の体系及び内容

① 法律等の周知徹底

② 男女共同参画の視点からの啓発活動の推進

③ 啓発資料の充実

④ 被害の早期発見の促進

① 交際相手からの暴力防止等に関する啓発

② 児童・生徒や保護者へのDV防止教育・啓発の推進

③ 教職員等へのDV関連情報の周知

① 相談窓口の周知

② 職員研修の実施

③ 相談機能の充実

④ 高齢者、障がい者等に配慮した相談対応

① 一時保護における関係機関との連携

② 民間支援団体等との連携による一時保護

③ 保護命令制度についての情報提供

（２）被害者の情報管理の徹底 ① 被害者の情報管理の徹底

① 就労・生活・各種手続き全般における支援

② 住宅確保に向けた支援

③ 福祉施策等を活用した支援

（２）被害者への支援 ① 心と体の健康回復に向けた支援

① 心理的ケアにかかる支援

② 就学・保育にかかる支援

① 宮崎市DV防止連絡調整会議による連携の強化

② 県及び近隣他市町村との情報共有・広域連携の推進

③ 民間団体との連携強化

（２）苦情の処理 ① 苦情の処理

生活基盤を整えるための
支援

子どもへの支援

関係機関との連携・協力
の強化

基本目標

市民への啓発の充実

教育・啓発の充実

相談体制の充実

DVを
許さない
社会づくり

安心して
相談できる
体制づくり

迅速かつ
安全な保護

施策の方向重点分野

（１）

（１）

（３）

（１）

（１）

（１）

（２）

安全な保護体制の確保

生活再建の
ための支援

関係機関
との
連携協力等

1

2

3

4

5
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

重点分野（１） 市民への啓発の充実

【現状と課題】

本市調査報告書によると、ＤＶという言葉の認知度は高まってきているものの、

被害者の約5割（47.8%）が相談しておらず、「相談するほどのことではないと思

ったから」、「自分にも悪いところがあると思ったから」、「自分さえがまんすれば、

なんとかこのままやっていけると思ったから」などがその主な理由となっています。

また、被害者が、自身への被害がＤＶであると認識していない可能性もあります。

その背景として、固定的性別役割分担意識※６や経済力の格差など構造的な問題があ

ると言われています。加えて、ＤＶに関する理解が深まっていないことも考えられ

ます。

ＤＶを防止するためには、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許

さないという意識を、社会全体で共有することが重要です。

また、ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることや、子どもの前

で配偶者等に暴力をふるう面前ＤＶは、子どもに著しい心理的外傷を与える児童虐

待にあたるなど、正しい理解を広げていくことが大切です。

さらに、ＤＶは外部からの発見が困難である上、被害者が様々な理由から支援を

求めないことも考えられます。そのため、ＤＶ防止法では、ＤＶを発見した場合の

通報の努力義務とともに、医師その他の医療関係者等から通報することができると

定められています。福祉、教育関係者等も含めて、被害者を発見しやすい立場にあ

る者に対し、ＤＶ防止法の規定や趣旨、関係機関等の情報について周知を図る必要

があります。

本市では「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」※７に基づき、男女の人権尊重と

女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指し、「ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）防止のための啓発及び支援体制の充実」を重点施策として掲げ、様々な活動に

取り組んでいるところです。

※６ 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かかわらず、
男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることを言う。

※７ 第２次宮崎市男女共同参画基本計画（平成 26 年度～平成 35 年度）

男女共同参画社会基本法の規定に基づき、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的
利益などを享受することができ、かつ、ともに責任を負う男女共同参画社会の実現を目指すた
めの本市の基本計画。
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

ＤＶ防止法の認知度

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

配偶者からの被害の相談の有無

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

28.5 

19.0 

23.0 

61.9

69.2

66.0

7.7

10.1

9.3

1.9

1.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=375人

女性 n=564人

総数 n=961人

法律があることも

その内容も知っている

法律があることは知っているが、

内容はよく知らない

法律があることも

その内容も知らなかった

無回答

22.5 

49.3 

44.4 

62.5

45.5

47.8

15.0

5.2

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=  40人

女性 n=134人

総数 n=180人

相談した 相談しなかった 無回答
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

相談しなかった理由（複数回答）

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

3.5 

14.0 

18.6 

9.3 

3.5 

3.5 

27.9 

10.5 

9.3 

5.8 

4.7 

38.4 

5.8 

53.5 

3.5 

2.3 

3.3 

16.4 

24.6 

9.8 

4.9 

4.9 

32.8 

14.8 

9.8 

8.2 

4.9 

37.7 

6.6 

45.9 

3.3 

1.6 

4.0 

8.0 

4.0 

8.0 

-

-

16.0 

-

8.0 

-

4.0 

40.0 

4.0 

72.0 

4.0 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

相談してもむだだと思ったから

自分が受けている行為がＤＶとは

認識していなかったから

相手の仕返しが怖かったから

相談相手の言動で不快な思いをさせられると思ったから

自分さえがまんすればなんとかこのまま

やっていけると思ったから

世間体が悪いと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られるとこれまでどおりの

つき合いができなくなるから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

無回答

総数 n=86人
M.T=214.0％

女性 n=61人
M.T=229.5％

男性 n=25人
M.T=176.0％
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

【施策の方向】

①法律等の周知徹底

・「女性に対する暴力をなくす運動」※８期間に加え、様々な機会を捉えＤＶを

未然に防止するための広報・啓発を推進します。

②男女共同参画の視点からの啓発活動の推進

・男女が個人として尊重され、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づくりを進めるための広報・啓発を推進します。

・宮崎市男女共同参画センター「パレット」において、広く市民に対し、ＤＶ

に関する理解を深め、被害の防止を図るため、ＤＶに関する講座を開催しま

す。

③啓発資料の充実

・若年層、地域、事業所など対象に応じた各種啓発資料の充実を図ります。

・市ホームページや、宮崎市男女共同参画センター「パレット」のホームペー

ジ、リーフレット等による情報提供、宮崎市立図書館や「パレット」内の図

書の充実を図ります。

④被害の早期発見の促進

・医師その他の医療関係者に対し、ＤＶ防止法第6条第2項※９の規定など、

周知を図り、被害者の早期発見の促進に取り組みます。

・従来から地域に根ざした活動を行っている民生委員・児童委員に対し、宮崎

市男女共同参画センター「パレット」の講師派遣事業を活用した研修等の開

催、ＤＶに関する資料の配布、研修への参加を勧め、理解と協力を求めます。

※８ 女性に対する暴力をなくす運動

女性の人権の尊重のため社会の意識啓発や教育の充実を図ることを目的として、国が平成
12年から実施している運動で、期間は 11月 12日から11月 25日までの2週間。

※９ ＤＶ防止法第 6条第 2 項

医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又
は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又
は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも
のとする。
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

重点分野（２） 教育・啓発の充実

【現状と課題】

本市調査報告書によると「交際相手からの暴力の認知度」では、76.3%が知って

いる現状にあり、国の60.4%と比較すると高い認知度となっています。また、交

際相手から被害を受けたことのある女性は10歳代から20歳代の頃に「身体的暴

行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」、「性的強要」の暴力を経験しています。

被害を未然に防止するためには児童・生徒に対し、ＤＶについて考える機会を積

極的に提供することが必要です。

本市では、市内全中学校1年生に対する「男女共同参画サポートBook のびのび」

の配布や全公立中学校2年生に対し「デートＤＶ講座」※１０を実施するなど、啓発

に努めているところです。今後はさらに、早期の啓発や教育の重要性を再認識し、

ＤＶを未然に防止するための対策を関係機関と協力しながら推進する必要があり

ます。

「交際相手からの暴力」の認知度

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

34.7 

40.1 

38.0 

41.1

36.9

38.3

19.5

16.0

17.6

4.8

7.1

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=375人

女性 n=564人

総数 n=961人

言葉も、その内容も知っている 言葉があることは知っているが、

内容はよく知らない

言葉があることを知らなかった 無回答

※１０ デートＤＶ講座

民間団体が実施する「デートＤＶ対策プログラム」を活用した、身体的・精神的・性的暴力
等の犯罪への対策及びＤＶを未然に防止する講座。
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

【施策の方向】

①交際相手からの暴力防止等に関する啓発

・交際相手からの暴力を防止するため、中学生に向けた「男女共同参画サポー

トBookのびのび」の活用促進と民間団体の「デートＤＶ対策プログラム」

を活用した「デートＤＶ講座」の取り組みを充実させるなど、引き続き広報・

啓発に努めます。

・啓発後にはアンケート調査等を実施し、実態を把握しながら、さらに効率的・

効果的な啓発に繋がるよう努めます。

②児童・生徒や保護者へのＤＶ防止教育・啓発の推進

・人権を尊重する意識を高め、男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の

充実を図ります。

③教職員等へのＤＶ関連情報の周知

・宮崎市男女共同参画センター「パレット」の講師派遣事業を活用した研修等

の開催及びＤＶに関する資料の配布等、教職員への積極的な周知を図ります。

また、教職員や保育士などがＤＶに関する研修等に積極的に参加するよう働

きかけを行います。
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

重点分野（１） 相談体制の充実

【現状と課題】

本市では、宮崎市女性相談室及び宮崎市男女共同参画センター「パレット」にお

いて、被害者からの相談に対応しています。

宮崎市女性相談室では、女性相談員２名が女性の生活上の問題、子どもや家庭の

トラブルなど、ＤＶを含めた様々な悩みについて相談を受けています。

宮崎市男女共同参画センター「パレット」では、男女共同参画の視点を踏まえた

男女双方の生き方を支援するため、相談員２名が常駐し電話相談・面接相談を行い、

さらに臨床心理士・弁護士による相談実施日も定期的に設けています。

これらの相談の中で、被害者のニーズや問題点等を整理するとともに、緊急性の

高い一時保護※１１を含めた対応、関係部局と連携した各種福祉制度にかかる支援、

保護命令※１２や離婚調停など法的手段の情報提供などの支援を行っています。

その他健康支援課、医療介護連携課、社会福祉課、生活安全課などの健康・生活・

経済面における相談窓口のほか、市民課、子ども課、国保年金課など各種手続きの

窓口でも相談対応しています。一方本市調査報告書によると、被害に遭われた方の

47.8%が相談しておらず、また「相談できる窓口を知らない」と半数以上（55.3%）

の方が回答しているため、市民への相談窓口の周知徹底を行う必要があります。

また、被害者が関係部局の窓口で様々な手続きをする際の安全やプライバシーに

配慮した相談場所の確保や受付方法など、被害者の心理的負担を軽減するための工

夫が必要と考えます。

高齢者、障がい者等の被害についても、関係部局、関係機関、団体等と連携して

対応しており、個々のケースに応じた支援を行っています。

※１１ 一時保護

都道府県が運営する女性相談所に、緊急に保護が必要な被害者を一時的に保護すること。ま
た、女性相談所から厚生労働大臣が定める基準を満たす民間シェルター等に委託することもで
きる。

※１２ 保護命令

配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者等から
の身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに、裁
判所が被害者の申立により、加害者（事実婚の者及び元配偶者を含む、生活の本拠を共にする
交際相手）に対して発する命令。①被害者への接近禁止命令、②被害者への電話禁止命令、③
被害者の子又は親族等への接近禁止命令、④退去命令がある。
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

相談窓口の周知度

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

43.7 

42.6 

43.0 

54.4

55.7

55.3

1.9

1.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=375人

女性 n=564人

総数 n=961人

知っている 知らない 無回答
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

【施策の方向】

①相談窓口の周知

・パンフレット等を活用し、公的機関だけでなく、民間にも協力を依頼しなが

ら配布先を工夫することで、より多くの市民に対し、ＤＶの相談窓口の周知

を図ります。

・市広報やホームページなどを有効に活用するとともに、多くの市民に情報を

提供できる各窓口やイベントなど、あらゆる機会を捉えて相談窓口の周知を

図ります。

②職員研修の実施

・関係部局の取り組み状況や個別の問題について情報交換を行い、関係部局の

横の連携強化を図るとともに、事例検証を含めた被害者への適切な助言や施

策を行うための窓口対応職員の研修を実施します。

・被害者の個々の状況を正確に理解し、二次的被害※１３を生じさせない等、適

切な対応・支援を実施するための職員研修を実施します。

③相談機能の充実

・宮崎市女性相談室及び宮崎市男女共同参画センター「パレット」において、

引き続き被害者の心理的問題の解決をサポートし、安心して相談できる体制

の充実を図ります。

・基本方針に基づき、関係機関等との連携を強化します。

・被害者の負担軽減等を図るため、ワンストップ・サービスを推進します。

④高齢者、障がい者等に配慮した相談対応

・高齢者や障がい者等からの相談に対しては、心身の状況や必要な支援を踏ま

えて、引き続き関係部局、関係機関・団体等が連携して対応します。

※１３ 二次的被害

被害者が被害を受けた後に、職務関係者の不適切な言動により、さらに傷つけられてしまう
こと。
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基本目標３ 迅速かつ安全な保護

基本目標３ 迅速かつ安全な保護

重点分野（１） 安全な保護体制の確保

【現状と課題】

緊急性、危険性の高い被害者からの相談の場合、警察への相談を促すとともに、

関係機関や団体等に一時保護依頼を行っています。

被害者の一時保護は、宮崎県女性相談所が行っているため、同相談所との緊密な

連携が欠かせません。また、被害者を連れ戻そうとする加害者も少なくないため、

一時保護後も、警察と連携を図りながら安全確保に努める必要があります。

さらに、被害者の生命又は身体の安全を確保するのに有効な手段として、ＤＶ防

止法による保護命令があります。保護命令は要件等が定められており、書類の作成

や審尋など被害者本人が自分で遂行しなければならないことが多いため、被害者に

対し、情報提供や助言が必要です。

【施策の方向】

①一時保護における関係機関との連携

・緊急性、危険性の高い被害者から相談があった際、警察、宮崎県女性相談所

等の関係機関と連携し、迅速に一時保護の対応を行います。

②民間支援団体等との連携による一時保護

・被害者のニーズや状況により、宮崎県女性相談所への一時保護に繋ぐことが

困難な場合には、民間シェルター※１４を活用するなど民間支援団体と連携し

て対応します。

③保護命令制度についての情報提供

・ＤＶ防止法の保護命令について、引き続き制度についての情報提供や助言を

行います。

※１４ 民間シェルター

民間団体によって運営される、被害者が緊急一時的に避難できる施設。相談への対応や、被
害者の自立に向けたサポートなどの援助も行っている。
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基本目標３ 迅速かつ安全な保護

重点分野（２） 被害者の情報管理の徹底

【現状と課題】

被害者等の安全を守るためには、被害者等の支援に携わる関係部局において、情

報管理を徹底する必要があります。

住民基本台帳事務にかかる被害者の保護のための措置手続きを行っている被害

者等の情報については、行政から加害者に漏洩することがないよう、関係部局で情

報管理を行っています。

また、加害者が被害者等を追跡するために、同伴家族である子どもが通っていた

学校等に転出先を聞きだそうとすることも考えられるため、学校等においても被害

者の情報管理を徹底する必要があります。

【施策の方向】

①被害者の情報管理の徹底

・住民基本台帳の閲覧等の制限手続きについて、市民課と関係部局の連携によ

り、引き続き迅速かつ慎重に行います。

・関係部局や学校等において、被害者と同伴家族の個人情報を適切に管理しま

す。
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基本目標４ 生活再建のための支援

基本目標４ 生活再建のための支援

重点分野（１） 生活基盤を整えるための支援

【現状と課題】

本市調査報告書によると「配偶者から被害を受けたときの行動」では、その後相

手と別れた女性が20.9％となっており、国の10.8％と比較すると、本市では離婚

するケースが多い結果となっています。また、「配偶者と別れなかった理由」とし

て、経済的理由が原因で別れられない女性が57.8％と国の44.7％を大きく上回っ

ています。離婚後に自立した生活を送ることができる保障はないため、被害者が将

来自立できるよう、法令により定められた支援を行うほか、各種手続きを行う上で

の情報提供や同行支援を行っています。

市営住宅の優先入居については、これまで利用実績は多くありません。これは制

度自体があまり知られていないことに加え、保証人や初期費用、部屋の条件等の問

題のほか、同一市内で加害者に居場所を知られたくないという被害者の意識が市営

住宅の利用を遠ざけているのではないかと考えられます。そのため、今後は市営住

宅だけではなく民間住宅の活用についても検討していく必要があります。

また、支援を行う中で、被害者が各窓口で何度も状況説明をする手間を省くため

に、予め関係機関において情報共有しておくことも重要です。

配偶者から被害を受けたときの行動

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

5.0 

20.9 

18.3 

32.5

47.8

43.9

52.5

25.4

30.6

10.0

6.0

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=  40人

女性 n=134人

総数 n=180人

相手と別れた 別れたい（別れよう）と思ったが、

別れなかった

別れたい（別れよう）とは

思わなかった

無回答
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基本目標４ 生活再建のための支援

配偶者と別れなかった理由（複数回答）

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

3.8 

49.4 

20.3 

12.7 

12.7 

8.9 

12.7 

27.9 

3.8 

46.8 

1.3 

4.7 

57.8 

18.8 

12.5 

12.5 

10.9 

14.1 

25.0 

4.7 

45.3 

1.6 

-

7.7 

30.8 

15.4 

7.7 

-

7.7 

38.5 

-

46.2 

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相手の仕返しが怖かったから

経済的な不安があったから

世間体が悪いと思ったから

相手には自分が必要だと思ったから

これ以上は繰り返されないと思ったから

周囲から別れることに反対されたから

相手が別れることに同意しなかったから

相手が変わってくれるかもしれないと思ったから

その他

子どもがいるから、子どものことを考えたから

無回答

総数 n=79人
M.T=200.0％

女性 n=64人
M.T=207.8％

男性 n=13人
M.T=153.8％
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基本目標４ 生活再建のための支援

【施策の方向】

①就労・生活・各種手続き全般における支援

・宮崎市自立相談支援センター“これから”において就労支援制度を活用し、

履歴書の書き方からハローワークの同行支援まで、個々の状況に応じたきめ

細やかな支援を行います。

・司法手続きが必要な場合は、宮崎市男女共同参画センター「パレット」や宮

崎市母子寡婦福祉協議会等が行っている無料法律相談を活用します。

・国民健康保険の加入手続きや国民年金の各種申請、市税に関する手続きにつ

いて、被害者が適切な支援を受けられるよう、関係部局、各医療保険者（社

会保険や共済組合等）、年金機構等と連携を図りながら事務処理を行います。

・母子家庭等自立支援給付金を活用し、就職や資格取得等の経済的支援を行い

ます。

②住宅確保に向けた支援

・市営住宅の空家補充入居において、引き続き被害者の優先入居を実施すると

ともに、制度の周知徹底を図ります。

・母子家庭等に対する生活支援にかかる事業を活用し、被害者及びその子ども

を保護し、自立支援員による生活支援を行います。

・住居確保給付金事業を活用し、家賃の補助を行います。

・民間企業等と連携し、被害者が入居可能な住居について情報共有します。

③福祉施策等を活用した支援

・児童手当や児童扶養手当制度を活用します。また状況に応じて生活保護や母

子父子寡婦福祉資金の貸付制度等の利用を行います。

・被害者やその子どもが障がい者の場合は手帳取得や障害年金申請についての

可能性を探り、適切な支援を行います。また、高齢者の場合は必要に応じて

介護サービスを提供します。
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基本目標４ 生活再建のための支援

重点分野（２） 被害者への支援

【現状と課題】

被害者は、加害者から受けた暴力だけでなく将来的な不安を抱えることで、精神

的に不安定な状態になる恐れがあります。被害者への支援を行う中で、住居の確保

や就労支援など生活の基盤を整えると同時に、精神面のケアも十分に行う必要があ

ります。そのため、被害者の精神的回復を図る上で、継続的なカウンセリング等の

支援は重要であり、専門機関との連携も不可欠です。

また、被害者が社会から孤立しないよう地域と繋がる仕組みづくりも必要です。

【施策の方向】

①心と体の健康回復に向けた支援

・被害者の状況に応じて、専門職等による訪問支援等を行います。

・精神科医による「こころの相談」を活用し、必要に応じて専門機関へ案内し

ます。

・被害者が関わる（関わっている）医療機関と連携しながら適切な支援を行い

ます。

・民生委員・児童委員と連携し、被害者のニーズに応じた支援を行います。
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基本目標４ 生活再建のための支援

重点分野（３） 子どもへの支援

【現状と課題】

本市調査報告書によると、子どもの被害経験は34.0％で、国の27.3％と比較す

ると高い割合となっています。

面前ＤＶは心理的虐待にあたり、被害者と同様、子どもも心に深い傷を負うこと

になるため、心のケアを十分に行う必要があります。

また、日常生活の中で被害者の子どもが安心して保育所や学校で過ごすことがで

きるよう、保育所の優先入所や就学手続きにおいて配慮しています。

子どもの被害経験の有無

これまでに配偶者から被害を受けたことがある子どもがいる人（162 人）に、子どもが配偶者から被害

を受けたことがあるかを聞き、何らかの被害経験を回答した人の計を『あった』としてまとめた。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

34.0 

4.3 

48.8 13.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数 n=162人

あった（計） わからない まったくない 無回答
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基本目標４ 生活再建のための支援

【施策の方向】

①心理的ケアにかかる支援

・宮崎市教育相談センターのカウンセラーと連携し、スクールカウンセリング

による、児童・生徒の心理的ケアを行います。

・被虐待児の支援を行っている宮崎市要保護児童対策地域協議会において、関

係機関と情報を共有し、連携を図りながら支援や見守りを行います。

②就学・保育にかかる支援

・住民票を異動せずに転入してきた児童生徒については、状況に応じて学校間

又は、教育委員会間でやりとりを行うなど、柔軟に対応します。

・被害者から保育所の利用申込があった場合、優先度を上げるなどの対応を行

います。

・関係機関と連携し、学習の遅れや生活環境への不安を抱える子どもの居場所

づくりなどの学習支援を行います。
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基本目標５ 関係機関との連携協力等

基本目標５ 関係機関との連携協力等

重点分野（１） 関係機関との連携・協力の強化

【現状と課題】

ＤＶ防止及び被害者支援は、広域的な対応かつ様々な機関との連携が必要不可欠

であり、関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、保護、自立支援等様々な段階に

おいて緊密に連携し、取り組むことが求められます。

また、庁内においても被害者へ適切な対応を行うためには、関係部局による連絡

会議の開催等、より一層の協力体制が求められます。

なお、民間の被害者支援団体の中には、積極的に被害者の相談や保護、支援に取

り組んでいる団体もあり、重要な役割を担っています。

これらの民間団体を引き続き支援していくとともに、行政との連携を図りながら

対応する必要があります。
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基本目標５ 関係機関との連携協力等

【施策の方向】

①宮崎市ＤＶ防止連絡調整会議による連携の強化

・宮崎市ＤＶ防止連絡調整会議を定期的に開催し、被害者への支援のあり方等

について関係部局が共通認識を持って対応できるよう、マニュアル等の作成

に向け検討します。

・被害者の負担軽減が図られるよう、庁内の窓口連携によるワンストップ・サ

ービスを推進するとともに、関係部局の職員の連携強化を図ります。

・各種相談窓口、警察等の関係機関との情報共有と連携協力体制を整えます。

②県及び近隣他市町村との情報共有・広域連携の推進

・被害者の支援を円滑に行うことができるよう、宮崎県が主催する「ＤＶ被害

者保護支援ネットワーク会議」や「市町村ＤＶ被害者保護支援担当職員研修」

等を通して情報共有に努めるとともに、宮崎県及び他の市町村との連携強化

を図ります。

・宮崎県が、地域における男女共同参画の推進役として養成している「宮崎県

男女共同参画地域推進員」と連携・協力し、情報共有に努めます。

③民間団体との連携強化

・被害者に対し、より充実した支援を行うことができるよう、ＤＶ被害者支援

に関する、豊富な知識と経験を有する民間団体と、さらなる連携強化を図り

ます。
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基本目標５ 関係機関との連携協力等

重点分野（２） 苦情の処理

【現状と課題】

「宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例」に基づく、相談及び苦情の処理で

は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、市民等からの申出等があった場合は、必

要な措置を講ずることとしています。なお、被害者からの苦情についても、本制

度が活用できます。

【施策の方向】

①苦情の処理

・男女共同参画申出処理制度を推進するとともに、制度の周知に努めます。

・関係部局において、苦情の申出に対して適切かつ迅速に対応します。
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第４章 計画の推進

（１）宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会

「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」その他男女共同参画社会の形成の促進に

関する事項を調査審議するために設置している「宮崎市男女共同参画社会づくり推

進審議会」において、計画の進捗状況等について確認します。

（２）宮崎市DV防止連絡調整会議

ワンストップ・サービスの推進や的確な初期対応ができるよう、会議を定期的に

開催します。

（３）関係機関との連携

宮崎県女性相談所をはじめ、関係機関との連携を図るとともに、近隣他市町村と

の連携による協力体制により計画の推進を図ります。

（４）民間団体との連携

被害者に対し、より充実した支援を行うことができるよう、民間団体との連携を

強化し、計画の推進を図ります。また、民間団体が持つ豊富な知識と経験、資源や

ノウハウを生かした取り組みを進めます。
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宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定庁内会議設置要綱

（設置）

第1条 配偶者からの暴力（以下「DV」という。）の防止及び被害者の保護等に関す
る法律（平成 13年法律第 31号）第 2条の 3第 3項の規定に基づく、宮崎市配偶
者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画（以下「基本計画」という。）の策定を行う

に当たり、宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定庁内会議（以下

「策定会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条 前条に掲げる策定会議の所掌事務は、次に揚げる事項とする。

（1）基本計画の策定
（2）その他前号に関連する事項

（組織及び委員）

第3条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、地域振興部長を、副会長は福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

4 委員は、別表１に掲げる職にあるものをもって充てる。

（会議）

第4条 策定会議の会議は、会長が招集し、議事を進める。

2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することがで

きる。

（関係者の出席）

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は

説明を聴くことができる。

（幹事会）

第6条 策定会議に第 2条の所掌事務に関する具体的事項を審議検討させるため、幹
事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、地域コミュニティ課長をもって充てる。

4 幹事は、別表２に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 幹事会は、幹事長が招集する。

参考資料
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（分科会）

第7条 幹事会は、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会は、幹事会の幹事のうちから幹事長が指名する。

3 各分科会にリーダーを置き、それぞれの分科会の幹事の互選によりこれを定める。

（担当者会）

第8条 幹事会（分科会）の所掌事務を円滑に推進するため、担当者会を置く。

2 担当者会は、幹事会組織の各課 1名をもって組織する。

（任期）

第9条 委員、幹事、担当者会メンバーの任期は、計画策定の日までとする。

（庶務）

第10条 策定会議、幹事会及び担当者会の庶務は、地域振興部地域コミュニティ課に
おいて処理する。ただし、分科会の庶務については、各分科会リーダーの所属す

る課において処理する。

（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に必要な事項は会長が、幹事
会の運営に必要な事項は幹事長が別に定める。
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附則

1 この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。

別表１ 別表２

策定会議 策定会議 幹事会

会長 地域振興部長 幹事長 地域振興部 地域コミュニティ課長

幹事 生活安全課長

幹事 市民課長

副会長 福祉部長 幹事 福祉部 福祉総務課長

幹事 障がい福祉課長

幹事 長寿支援課長

幹事 子ども課長

幹事 子育て支援課長

幹事 社会福祉課長

委員 税務部長 幹事 税務部 納税管理課長

幹事 国保年金課長

幹事 国保収納課長

委員 健康管理部長 幹事 健康管理部 医療介護連携課長

幹事 健康支援課長

委員 建設部長 幹事 建設部 住宅課長

委員 教育局長 幹事 教育委員会 学校教育課長

幹事 生涯学習課長
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宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定市民作業部会設置要綱

（設置）

第 1条 所掌の事務を円滑に推進し、「宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本

計画」の素案を作成するため、宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画

策定市民作業部会（以下「作業部会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第 2条 前条に挙げる作業部会の所掌事務は、次に揚げる事項とする。

（1） 「宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画」案の策定
（2） その他前号に関連する事項

（組織）

第 3条 作業部会は、別表に掲げる者をもって組織する。

（任期）

第 4条 委員の任期は、計画策定の日までとする。

（会長及び副会長）

第 5条 作業部会に会長及び副会長１名を置く。

2 会長は委員の互選により、副会長は会長の指名によりこれを定める。

3 会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

（会議）

第 6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

（報償）

第 7条 委員が会議等に出席したときは、報償として１日につき８，０００円を支給

することができる。ただし、２時間未満の場合は半額の４，０００円とする。

（庶務）

第 8条 作業部会の庶務は、地域振興部地域コミュニティ課において処理する。

（委任）

第 9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域コミュニティ課長が別に定

める。
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附則

1 この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成２７年１０月２７日から施行する。

別 表

関係機関 宮崎地方法務局 人権擁護課

宮崎労働局職業安定部 地方訓練受講者支援室

宮崎県警察本部 生活安全部 生活安全企画課

宮崎県こども家庭課

各種団体 宮崎市民生委員児童委員協議会

特定非営利活動法人 ハートスペースM
特定非営利活動法人 子ども虐待防止みやざきの会

公募 一般公募
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