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一人ひとりがお互いを認め合い、 

誰もが個性と能力を発揮できる聖籠町をめざして 

 

 男女共同参画社会の形成とは、性別にとらわれることなく、一人ひとりがお互いを認

め合い、誰もがその個性と能力を十分に発揮し、自由に生きることのできる社会を作り

あげることだと考えています。 

 

 そのためには、未だ社会に根付いている男女の固定的な役割分担意識の解消などに取

り組むことが必要です。 

 

聖籠町においても、男女共同参画社会の形成に向けて、平成 18年に第 1次、平成 25

年に第 2 次となる聖籠町男女共同参画計画を、県内町村で唯一策定し、取組を進めてき

ました。 

 

  しかしながら、町民に男女共同参画の意識が浸透するには、未だ多くの課題が残ってい

ます。 

 

  また、近年は、国の政策により、女性の社会進出をこれまで以上に後押しする機運が高

まっているなど、社会情勢も変化してきました。 

 

こうした町の課題や変化する社会情勢に対応しながら、これまで以上に取組を前進させ

るため、平成 29年度末をもって期間が終了する第 2次計画に引き続く第 3次聖籠町男

女共同参画計画を策定いたしました。 

 

この計画は、行政はもとより、家庭、地域、事業者等が一体となって取り組むことによ

り、はじめてその成果が発揮されるものと考えております。皆様からの一層の御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

最後に、この計画の策定に当たり、計画のあるべき方向性について答申をいただいた聖

籠町男女共同参画計画策定委員会の委員の皆様、貴重な御意見をお寄せいただいた町民の

皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

 

平成 30年３月 

聖籠町長 渡邊 廣吉   
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の趣旨 

  少子高齢化が進展し、また、社会経済情勢の急速な変化に対応していくためには、男女

が、互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を

十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が極めて重要です。 

  

  国内においては、平成 11 年６月に、「男女共同参画社会基本法」が制定され、地方公

共団体の責務も含めた男女共同参画社会の形成についての方向性が示されました。 

 

また、平成 27 年９月に、「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」（※）といいます。）が制定されるなど、女性の社会進出をこれまで以

上に後押しする気運が高まりつつあります。 

 

聖籠町においても、平成 18 年から聖籠町男女共同参画計画、平成 25 年からは第 2

次聖籠町男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会形成に向けた取組を続けてきまし

たが、現状の課題や社会情勢の変化を踏まえながら、地域の特性に応じた効果的な取組み

を進めるために、第 3 次聖籠町男女共同参画計画を策定することとしました。 

 

男女共同参画に関する取組は、家庭生活から教育現場、労働環境など様々な分野に幅広

く関わっているため、計画を策定することで、総合的・計画的に取組を進めていくことが

効果的です。 

 

計画の策定に当たっては、学識経験者、関係機関の職員及び町民から構成される聖籠町

男女共同参画計画策定委員会において、計画で取り組むべき方向性について、審議・答申

をいただき、その趣旨を踏まえた内容としています。 

 

この計画を基に、聖籠町の誰もがその個性と能力を十分に発揮できるための男女共同参

画社会の形成に向けて取組を進めていくものです。 

 

※【女性活躍推進法】 

男女共同参画社会基本法があらゆる分野を対象としていることに対して、女性活躍推進法は、職業

生活に取組の対象を限定し、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境整備などにより、

女性の職業生活における活躍を推進することで、男女の人権を尊重し、かつ少子高齢化や国民需要の

多様化などの社会情勢の変化に対応することを目的としています。市町村では、地域の特性を踏まえ

た取組みを推進するため、市町村推進計画の策定に努めることが規定されています。 
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２ 計画の位置づけ 

  この計画は、行政はもとより、町民、地域、職場等が一体となって、男女共同参画社会

を実現するための指針となるもので、次の性格を併せ持つものです。 

 

  (1) 男女共同参画社会基本法に基づく市町村男女共同参画計画です。 

  (2) 女性活躍推進法に基づく市町村推進計画（※）です。 

 

策定に当たっては、国の「第４次男女共同参画基本計画」や「第 3 次新潟県男女共同

参画計画」の内容を踏まえるほか、「第４次聖籠町総合計画」をはじめとする町の関連す

る計画との整合性を図っています。 

 

  ※ 計画中、女性活躍推進法に基づく市町村推進計画に該当する取組みには、「【女性活躍推進】」

と附記しています。 

 

 

３ 計画の期間 

  2018 年４月１日から 2023 年３月 31 日までの５年間とします。 

  ※ 計画の期間中であっても、社会情勢の変化など必要に応じて随時見直しを行います。 

 

 

４ 計画の基本理念 

 ～ 「人と人・男性と女性」が支えあうまち ～ 

ジェンダー（※）に基づく男女の固定的な役割分担の価値観は、無意識のうちに男女別

の選択肢を決めつけ、個人の個性や能力の発揮を妨げるおそれもあり、社会が個人に対し

て押し付けるものであってはなりません。 

 

基本理念は、一人ひとりが互いを認め合い、支え合いながら、その個性と能力を発揮で

きるより良い社会の形成を目指し、男性と女性の二分論だけでなく、社会的少数者のニー

ズにも配慮して取組を進めていくため、「『人と人・男性と女性』」としています。 

  

※【ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）】 

身体的な特徴差以外の、社会通念や慣習が作り上げる男性像、女性像をいいます。これ自体に良い、

悪いの価値を含むものではありませんが、性差別や性別による固定的な役割分担の価値観、偏見等に

つながる場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識する必要があります。 



- 3 - 

５ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈基本理念〉 〈基本目標〉 〈重点目標〉



人

と

人

・

男

性

と

女

性



が

支

え

あ

う

ま

ち

１　男女平等意識を深めるための啓発

１　政策・方針決定への女性の参画促進

２　女性の能力開発・発揮のための支援

３　地域・防災活動への女性の参画促進

４　就業機会の均等と労働環境の整備

２　あらゆる人が安心して暮らせる

　　福祉サービスの充実

３　子育て・介護支援

４　男性の家事・育児・介護への参画

５　ＤＶや性的な暴力の根絶

２　男女平等に関する学習機会の確保

４　町民や事業者との協働

５　農水産業及び商工業者の男女共同参画の

　　確立

１　庁内の推進体制の充実

２　計画の適切な進行管理

３　近隣自治体、県及び関係団体との連携

Ⅰ　町民への男女平等意識の浸透

Ⅲ　「人と人・男性と女性」が

　　　　　　　　活躍できる環境づくり

Ⅳ　計画の確実な推進のための体制整備

３　男女平等の視点に立った

　　　　　　　　　　　行政サービスの実現

１　生涯を通じて心と体が健やかに暮らせる

　　健康支援Ⅱ　「人と人・男性と女性」の人権が

　尊重され、平等に暮らせるまちづくり
【女性活躍推進】

【女性活躍推進】

【女性活躍推進】

【女性活躍推進】

【女性活躍推進】

【女性活躍推進】

【女性活躍推進】
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６ 計画策定の背景 

 

(1) 世界（国連）の動き 

  昭和 50 年（1975 年）を国際婦人年とし、メキシコで開催された「国際婦人年世界

会議」において、「平等・開発・平和」を目標に、各国が取るべき政策の指針となる「世

界行動計画」が採択されました。 

  平成 7 年（1995 年）には、第４回世界女性会議（北京会議）で、「北京宣言」及び

「行動綱領」が採択され、平成 27 年（2015 年）には、「国連婦人の地位委員会／『北

京＋20』」において、北京宣言及び行動綱領の再確認とその完全で効果的な実施を加速

するため、すべての機会とプロセスを利用するなどの宣言等が採択されています。 

 

(2) 国内の動き 

  昭和５２年に、世界行動計画を踏まえた「国内行動計画」を策定し、総合的・体系的

な施策を推進した結果、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（男女雇用機会均等法）」の制定など法律や制度の整備が進みました。 

  平成 11 年に、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の最重要課題と位置づけた「男女

共同参画社会基本法」が施行され、これに基づく「男女共同参画基本計画」が平成 12

年に策定されました。 

  近年では、平成 25 年の「日本再興戦略」における成長戦略の中核に「女性の活躍推

進」が位置付けられ、平成 27 年には、女性活躍推進法が制定されるなどの動きの中で、

同年に策定された第４次男女共同参画基本計画に基づいた取組が図られています。 

 

(3) 新潟県の動き 

  平成８年に、国の内外における女性問題解決の動きや少子化、高齢化、国際化等の時

代の流れに対応するため「ニューにいがた女性プラン」が策定されました。 

  その後、平成 13 に男女共同参画社会基本法に基づく都道府県男女共同参画計画と

して「新潟・新しい波男女平等推進プラン」が策定され、平成 14 年には、「新潟県男

女平等社会の形成の推進に関する条例」が制定されました。また、この条例に基づき「男

女平等推進相談室」が同年に新潟ユニゾンプラザ内に開設されています。 

  さらに、平成１８年に上記条例の基本理念に基づき、「新潟県男女共同参画計画（男

女平等推進プラン）」を策定し、平成 29 年度からは、「第３次新潟県男女共同参画計画

（男女平等推進プラン）」を策定し、取組が進められています。 
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第２章 計画の基本目標と取組み 

 

＜基本目標Ⅰ＞ 

町民への男女平等意識の浸透 

 

 

〔現状と課題〕 

平成 26 年度に実施した町民意識調査（※１）においても、男女共同参画への町民の認知

度は 47.0％であり、さらに町の取組に対する認知度は 11.7％という非常に少ない数値で

した。 

 

男女共同参画社会の実現には、一人ひとりの意識改革が何よりも重要ですが、上記の状況

からも、依然として課題が残っています。よって、この計画においても意識啓発のための取

組を進める必要があります。 

 

前計画では、基本目標Ⅰを「男女共同参画の理念の浸透」としていましたが、より町民の

皆さんにその趣旨をわかりやすくお伝えできるよう、基本理念の考え方を踏まえ、特に「男

女平等意識の浸透」に焦点を絞って啓発事業を展開します。 

 

具体的には、町民の皆さんに「男女平等」、「男女共同参画」とはどのような意味かについ

て、広く知っていただくことや、学びの場を通してその理解を深めていただくための取組を

進めます。 

 

併せて、町役場も男女平等の視点に立って行政サービスを提供できるよう町職員の意識づ

くりなどにも取り組みます。 

 

なお、ここでいう「男女平等意識」には、基本理念の考え方を踏まえて、女性ばかりでな

く、ＬＧＢＴ（※２）や障がい者などその他の社会的少数者（※３）への理解・配慮をも含

んでいます。 

 

※１【平成 26 年度町民意識調査】 

第 2 次計画における取組により、男女共同参画の理念が町民の皆さんにどのように理解されている

か等を把握するため、15 歳以上の町民の方 500 人を無作為に抽出し、アンケート調査を実施したも

の。（有効回答率：49.4％） 
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※２【ＬＧＢＴ】 

Lesbian（レズビアン､女性の同性愛者）、Gay（ゲイ､男性の同性愛者）、Bisexual（バイセクシャル､

両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー､性自認が身体の性と一致しない人や､どちらの性別

にも違和を感じる人）の総称。 

 

※３【社会的少数者】 

この計画では、聖籠町男女共同参画計画策定委員会での意見を踏まえ、「社会的少数者」を、障がい

者、ＬＧＢＴ及び外国人など社会における数的少数者に加え、その人数の多少に関わらず、特定の性別

が優位とされている社会環境下での他の一方の性別についても、その概念に含むものと捉えています。 

 

◆ 重点目標１ 男女平等意識を深めるための啓発 

  町民への意識啓発のためには、継続的な情報発信が不可欠です。対象となる町民の年代

や性別に合わせた内容・手法を工夫することによって、分かりやすい啓発活動に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 効果的な情報発信 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

１ 
広報・ホームページを

通した継続的な啓発 

男女平等に関する理解が深めら

れるよう町広報やホームページ等

を活用し、年代や性別に合わせたわ

かりやすい情報発信に努めます。 

主目的 

事業 
総務課 

２ 
男女共同参画に関する

リーフレット等の発行 

男女共同参画に関する基本的な

理解が深められる内容のリーフレ

ットを作成し、町民へ配布します。 

主目的 

事業 
総務課 

３ 
男女共同参画週間に合

わせた集中的な取組み 

国が定める男女共同参画週間に

合わせて、関係課と連携をしなが

ら、本計画に記載する取組事業に集

中的に取り組むことで、町民の関心

を高めます。 

主目的 

事業 
総務課 

◆ 男女平等意識を深めるための啓発    

(1) 効果的な情報発信 

(2) 他の人権啓発事業との連携 

〔施策の方向〕 
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※ 事業区分について 

  男女共同参画に関する取組には、その取組の主たる目的が男女共同参画の推進にある「主目的事業」

と、取組の主たる目的は別の課題解決・対応にあるものの、その取組の目標、方法又は結果が、男女共

同参画の推進にも関連する「関連事業」に区分することができます。 

  取組事業をこのように分類することで、その取組が男女共同参画にどのように寄与したのか明確と

なり、成果を検証する際により具体的な評価を行うことができます。 

   

 (2) 他の人権啓発事業との連携 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

４ 

聖籠町人権教育・啓発

推進計画に基づく女性

の人権についての普及

啓発 

聖籠町人権教育・啓発推進計画を

策定し、他の人権問題と併せて、女

性の人権についても、啓発事業に取

り組みます。 

主目的 

事業 
町民課 

 

 

◆ 重点目標２ 男女平等に関する学習機会の確保 

  男女平等の意識や価値観は、幼少期から徐々に形成されていくものです。子ども園や学

校で、人権尊重を基盤とした男女平等教育の充実に努めることにより、今後の社会全体の

男女共同参画の推進につなげていくことができます。 

また、学校に限らず、男女平等について学習する機会を様々な世代に広く提供すること

で、多くの町民に、その理解を深めていただけるよう取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校・子ども園での男女平等教育の推進 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

５ 
幼児期における男女平

等意識の形成促進 

こども園において、日常生活の中

で男女平等、人権尊重について子ど

もの理解を促します。 

主目的 

事業 
子ども教育課 

 

◆ 男女平等に関する学習機会の確保    

(1) 学校・子ども園での男女平等教育の推進 

(2) 男女平等への理解を深める生涯学習の推進 

(3) 男女共同参画を学ぶための情報提供 

〔施策の方向〕 
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番号 事業名 内容 事業区分 担当 

６ 男女平等教育の推進 

小・中学校での道徳の授業におい

て、男女平等等意識に基づいた人権

教育を行います。 

主目的 

事業 
子ども教育課 

 

(2) 男女平等への理解を深める生涯学習の推進 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

７ 
生涯学習における関係

講座の設置 

様々な年代の町民が男女平等に

関する学習の機会を得られるよう

実施している講座（聖山大学：高齢

者対象・まちづくり創生大学：青壮

年対象）で男女平等に関する講座を

開設します。 

主目的

事業 
社会教育課 

 

(3) 男女共同参画を学ぶための情報提供 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

８ 
男女共同参画に関する

図書等の充実 

図書館において、男女共同参画に

関する図書等を幅広く、積極的に収

集するとともに、町民の利用・提供

に努めます。 

主目的

事業 
図書館 

 

 

◆ 重点目標３ 男女平等の視点に立った行政サービスの実現 

  聖籠町の中で男女共同参画を推進していくためには、まずは、あらゆる行政サービスが

男女平等や男女共同参画の視点に立って提供されなければなりません。このための職員の

意識啓発や町民意識の課題把握に努めます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 男女平等の視点に立った行政サービスの実現     

(1) 町職員の意識啓発 

(2) 町民意識の把握 

 
〔施策の方向〕 
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(1) 町職員の意識啓発 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

９ 町職員への意識啓発 

職員の男女平等意識を啓発する

ため、研修の実施と情報提供に努め

ます。 

主目的

事業 
総務課 

 

 (2) 町民意識の把握 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

10 町民意識調査の実施 

町民への男女平等意識の浸透の

程度を調査することで、町の取組の

成果と課題を把握し、より良い行政

サービスへ繋げます。 

主目的

事業 
総務課 
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＜基本目標Ⅱ＞ 

「人と人・男性と女性」の人権が尊重され、平等に暮らせるまちづくり  

 

 

〔現状と課題〕 

平成 26 年度の町民意識調査では、生活をする上で、貧困などの様々な困難に直面してい

ると答えた人が 25.9％にも及んでいます。 

 

誰もがその個性や能力を十分に発揮して、いきいきと暮らせるためには、心も体も良好で

あることが大切であり、そのためには、障がい者や生活困窮者などを含めたあらゆる立場の

人々の人権を尊重し、誰もが平等に暮らすことのできるまちづくりが必要です。 

 

 具体的には、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（※１）の考え方も踏まえながら、心も

身体も健やかに暮らせるための健康づくり支援や、誰もが安心して暮らせるための福祉サー

ビスの充実に取り組むほか、重大な人権侵害であるドメスティック・バイオレンス（※２）

や性的な暴力の根絶にも取り組まなければなりません。 

 

 また、これまでの性別による固定的な役割分担意識からくる社会的な習慣などから、家事

などの家庭生活の多くを女性が担っている現状があります。 

 

働きたい、又は地域・社会で活躍したいと望んでいるにも関わらず、育児や介護などの家

庭の事情等でそれが叶わない人にとっても、平等な暮らしが実現されるための支援に取り組

みます。 

 

 

 

※１【リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）】 

平成６年（1994 年）に開催された国連人口・開発会議において提唱された概念で、その中心課題

には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、

子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問題等

生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されています。 

 

※２【ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）】 

明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振る

われる暴力」との意味で使われることが多く、男性から女性に対する暴力だけでなく、男性が被害者と

なる場合もあります。 
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◆ 重点目標１ 生涯を通じて心と体が健やかに暮らせる健康支援 

  生涯を通じて、男女は異なる健康上の問題に直面していくことになります。男女の互

いの身体的性差を十分に理解し合い、精神的・身体的に良好な状態を維持できるよう、

健康づくりを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) スポーツを通した健康づくり 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

11 
スポーツ活動の推進事

業 

町の補助団体のＮＰＯ法人が主

催する「ヨガ教室」など女性のニー

ズに対応した事業や、高齢者向け

「健康づくり教室」の開催を支援し

ます。 

関連 

事業 
社会教育課 

12 
障がい者・高齢者スポ

ーツ推進 

障がい者や高齢者の方々が、気軽

に参加できるスポーツ・レクリエー

ション事業を実施します。 

関連 

事業 
社会教育課 

 

(2) 働く人への健康支援 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

13 働き盛り男性訪問事業 

48・49 歳になる男性とその家族

を訪問し、働き盛り年代の健康状況

や生活実態を把握し、必要に応じて

健康指導を行うとともに、町全体の

健康課題として保健事業へ活用し

ます。 

関連 

事業 
保健福祉課 

 

 

 

◆ 生涯を通じて心と体が健やかに暮らせる健康支援 

(1) スポーツを通した健康づくり 

(2) 働く人への健康支援 

(3) 性への理解の促進 

〔施策の方向〕 
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(3) 性への理解の促進 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

14 
学校における性教育の

推進 

人間の生殖システムや機能など

を正しく理解するための、成長・発

達段階に合わせた適切な性教育を

行います。 

関連 

事業 
子ども教育課 

 

 

◆ 重点目標２ あらゆる人が安心して暮らせる福祉サービスの充実 

  一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心して暮らせるよう、高齢者や障がい者の自

立支援に取り組むほか、生活困窮者が社会から取り残されないために必要な支援を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高齢者の自立支援 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

15 介護普及啓発事業 
一般高齢者に対し地域で運動教

室を行い、介護予防に努めます。                                                                                                              

関連 

事業 
保健福祉課 

16 
２次予防事業対象高齢

者等介護予防事業 

虚弱ではあるが介護認定に至ら

ない高齢者（65 歳以上）を対象に、

運動機器等を使用し、下肢筋肉の向

上を図ります。 

関連 

事業 
保健福祉課 

17 
いきがい型デイサービ

ス事業 

認知症や閉じこもりのある高齢

者が、運動や趣味、生きがい、レク

リエーションを通して人と交流す

ることにより、介護予防に努めま

す。 

関連 

事業 
保健福祉課 

 

 

◆ あらゆる人が安心して暮らせる福祉サービスの充実 

(1) 高齢者の自立支援 

(2) 障がい者の自立と共生への支援 

(3) 生活困窮者に対する支援 

〔施策の方向〕 
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番号 事業名 内容 事業区分 担当 

18 
高齢者等の生きがいづ

くりの推進 

高齢者等が主体的に活動し、自立

した生活が送れるよう生きがいづ

くりのための取組を進めます。 

関連 

事業 
保健福祉課 

 

(2) 障がい者の自立と共生への支援 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

19 
障がい者の社会復帰支

援 

障がいがあっても、安心して地域

で暮らしていくために、居場所及び

社会復帰するための準備（リハビ

リ）の場をつくります。 

関連 

事業 
保健福祉課 

20 
精神障がい者のための

交流支援 

障がいがあっても、自立を目指し

ながら安心して地域で暮らすため

に、当事者同士の交流や、親・家族

同士のつながりづくり、共に学び合

いながら地域へ啓発するための活

動を支援します。 

関連 

事業 
保健福祉課 

21 
福祉タクシー及び自動

車燃料費扶助 

障がい者の自立と社会参加のた

めに、移動手段の支援を行います。 

関連 

事業 
保健福祉課 

 

(3) 生活困窮者に対する支援 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

22 

介護手当事業における

非課税世帯への負担軽

減支援 

非課税世帯に対して、介護に関す

る手当の額を上乗せし、経済的な負

担の軽減を図ります。 

関連 

事業 
保健福祉課 

23 
ひとり親家庭等医療費

助成 

申請漏れのないよう相談窓口を

周知し、医療費助成を実施すること

により経済的支援を図ります 

関連 

事業 
保健福祉課 
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◆ 重点目標３ 子育て・介護支援 

  女性が社会参画をする上で、出産や子育て、介護は切り離すことのできない問題で

す。望む人が誰でも社会参画できることを後押しするため、子育て・介護支援に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 子育て支援の充実 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

24 あそび教室の開催 

1 歳 6 か月～就園前の子どもと

父母祖父母を問わず保育する者を

対象に、親子あそび・リズムあそび

などを通して、母子愛着関係の構築

と身体発達・精神発達を支援すると

ともに、保育する者同士の仲間づく

りの機会とし、地域のつながりの強

化を図ります。 

関連 

事業 
保健福祉課 

25 
子育て支援サービスの

継続 

保護者の就業形態の多様化に合

わせ、こども園、放課後児童クラブ

における延長保育や一次預かり保

育の実施を行います。 

関連 

事業 
子ども教育課 

26 預かり保育事業の充実 

子育てする人が、生涯学習・講座

などにより参加しやすくなるよう、

預かり保育事業の充実を図ります。 

関連 

事業 
社会教育課 

27 
子ども家庭相談窓口の

充実 

0～18 歳までの子どもとその家

族を対象とした相談業務の充実を

図ります。 

関連 

事業 
子ども教育課 

 

 

 

◆ 子育て・介護支援 

(1) 子育て支援の充実 

(2) 商工業者への育児・介護休業の普及啓発 

〔施策の方向〕 
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(2) 商工業者への育児・介護休業の普及啓発 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

28 
育児や介護休業制度等

の普及啓発 

町内の商工業者等に対し、育児や

介護休業制度等の普及・啓発に努め

ます。 

主目的 

事業 
産業観光課 

 

 

◆ 重点目標４ 男性の家事・育児・介護への参画 

  家庭生活に関わる問題には、家族がお互いを思いやり、良好なパートナーシップを構

築することが必要です。このため、男性の家事・育児・介護への参画を促進するための

取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 男性の家事等参画を促すための講座等の開催 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

29 
家庭生活への男性の参

画促進のための教室 

家庭生活への男性のさらなる参

画促進を図るため、家事・育児・介

護に関する講座・教室を開催しま

す。 

主目的

事業 
社会教育課 

 

(2) 誰もが参加しやすい母子保健事業の企画 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

30 
育児学級・妊婦学級・乳

幼児健診 

子どもの健全な発達成長に向け

てパートナー・父親・家族全体の意

識と理解が深まるよう、母子保健事

業に家族の誰もが参加できる体制

を作ります。 

関連 

事業 
保健福祉課 

 

 

◆ 男性の家事・育児・介護への参画 

(1) 男性の家事等参画を促すための講座等の開催 

(2) 誰もが参加しやすい母子保健事業の企画 

〔施策の方向〕 
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● 重点目標５ ＤＶや性的な暴力の根絶 

  ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、

ストーカー行為その他の性的な暴力（※）は、身体だけでなく、人間としての尊厳や自

信を失わせる重大な人権侵害です。 

  これらの問題を未然に防ぐための啓発活動や、被害者への支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 暴力の根絶に向けた啓発広報 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

31 
ＤＶや性的暴力の根絶

に向けた意識啓発 

ＤＶや性的暴力を許さない社会

を作るため、広報活動による意識啓

発を行います。 

主目的

事業 

総務課 

社会教育課 

 

(2) 相談・保護対策の推進 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

32 相談・保護対策の推進 

ＤＶ、ストーカーなどの被害者か

らの相談に対応できるよう、相談体

制の充実と関係課等との連携を図

るとともに、相談窓口の周知に努め

ます。 

主目的 

事業 

町民課 

保健福祉課 

 

※【近年関心が高まっている性的な暴力の例】 

● JK ビジネス 

女子高生（いわゆる「JK」）など、児童の性を売り物にする営業で、健全な営業を装いながら、

性的なサービスを提供させるもの。 

● アダルトビデオへの出演強要 

若年層の女性が、契約後、アダルトビデオに出演するとわかり断ろうとしても、高額な違約金、

親等にばらす等言われ、本人の意に反して出演を強要されるもの。 

 

◆ ＤＶや性的な暴力の根絶 

(1) 暴力の根絶に向けた啓発広報 

(2) 相談・保護対策の推進 

〔施策の方向〕 
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＜基本目標Ⅲ＞  

「人と人・男性と女性」が活躍できる環境づくり 

 

 

〔現状と課題〕 

 平成 26 年度町民意識調査では、聖籠町において、女性は男性よりも地位が低い、又は

立場が弱いと思うと答えた者が 29.1％であり、社会の多くの場面で、依然として男性優

位な状況が存在していることがうかがえます。 

 

 これまでの性別による固定的な役割分担意識からくる社会的習慣やしきたりなどによ

り、女性が活躍できる機会は限られていましたが、その一方で、女性自身も自分の責任や

役割を担うことに消極的な一面もあります。 

 

 少子高齢化が進行する中で、社会経済活動を活発化するとともに、誰もがいきいきと暮

らせるためには、職場環境をはじめとするあらゆる分野に参画し、活躍できるための環境

づくりが必要です。 

 

特に、ゆとりある生活と安心して働くことのできる環境を両立するためには、仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）（※）を図ることが重要です。 

 

しかし、勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間労働や転勤が当然とされる

男性中心の働き方を前提とする労働慣行は、女性が思うように活躍できない背景でもあ

り、また、男性にとっても自分らしく生きていくうえで、大きな課題です。 

 

誰もが活躍できる環境づくりとして、人材育成や地域活動への女性の参画促進、働きや

すい労働環境の整備促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

※【仕事と生活の調和（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」 

（出典：平成 19 年男女共同参画会議・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会 ） 
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◆ 重点目標１ 政策・方針決定への女性の参画促進 

  男女共同参画社会を実現するためには、あらゆる分野の政策・方針決定の過程に、男

女双方が対等な立場で参画し、それぞれの意見を施策に反映させることが必要です。 

  町の審議会等へ積極的に女性を登用する他、町女性職員が活躍できる環境整備に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 町の審議会等への女性の参画促進 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

33 
審議会等への女性の積

極的な登用 

各種審議会や委員会への女性の

参加が促進されるよう、関係各課等

への働きかけを行いながら、女性の

積極的な登用を推進します。 

主目的 

事業 
全課 

 

(2) 町女性職員が活躍するための環境整備 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

34 女性職員の人材育成 

町の女性職員の活躍促進や、将来

的なリーダーの育成を図るため、研

修の機会を提供します。 

主目的 

事業 
総務課 

35 
二つの特定事業主行動

計画の推進 

町の女性職員の活躍を推進する

ため、聖籠町女性職員の活躍の推進

に関する特定事業主行動計画（※

１）に取り組みます。併せて、職員

誰もが働きやすい職場環境を醸成

できるよう聖籠町次世代育成支援

特定事業主行動計画（※２）の取組

も進めます。 

主目的 

事業 
総務課 

 

 

◆ 政策、方針決定への女性の参画促進 

(1) 町の審議会等への女性の参画促進 

(2) 町女性職員が活躍するための環境整備 

〔施策の方向〕 
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※１【聖籠町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画】 

女性活躍推進法に基づき、町女性職員の活躍にむけて、幹部職員における女性の割合の向上などの

数値目標や取組内容を定めたもの。 

 

※２【聖籠町次世代育成支援特定事業主行動計画】 

次世代育成支援対策法に基づき、職員の仕事と子育てを両立しやすい環境整備等についての目標や

目標達成のために講ずる措置等を定めたもの。 

 

 

◆ 重点目標２ 女性の能力開発・発揮のための支援 

  女性がこれまで以上に様々な活動に参画し、その能力と個性を発揮できるよう、人材

育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人材育成支援 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

36 
研修・セミナーの情報

提供 

女性の人材育成にかかる国、県等

が行う研修・セミナー情報を提供し

ます。 

主目的

事業 
社会教育課 

37 研修参加費用の助成 

中小企業者の従業員等の人材を

育成するため、男女に関係なく国及

び地方公共団体等が実施する研修

に参加する費用の一部を助成しま

す。 

関連 

事業 
産業観光課 

 

 

 

 

 

 

◆ 女性の能力開発・発揮のための支援 

(1) 人材育成支援 

(2) 再就職等能力発揮のための支援 

〔施策の方向〕 
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(2) 再就職等能力発揮のための支援 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

38 再就職・起業への支援 

再就職を目指す女性に対して、求

人情報等を提供するとともに、起業

を目指す人には、商工会等と連携し

ながら相談体制の充実を図り、起業

等に対しての助成支援を行います。 

関連 

事業 
産業観光課 

 

 

◆ 重点目標３ 地域・防災活動への女性の参画促進 

  活力あるまちづくりを進めるうえで地域コミュニティやＮＰＯ活動などへ女性が積極

的に参画することが必要です。 

  また、防災の面でも、女性の視点を活かした防災啓発や応急手当などは、大きな役割

を果たすことが期待されています。これらの活動促進に向けて取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ＮＰＯや地域活動促進支援 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

39 
ＮＰＯ等の活動推進の

ための支援 

ＮＰＯなどが行う自主的な活動

を支援します。 

関連 

事業 
社会教育課 

40 女性団体等の活動支援 

町の女性団体等の育成支援とし

て、視察研修の機会を提供するとと

もに、事業を共催し、活動を支援し

ます。 

関連 

事業 
社会教育課 

 

 

 

 

 

◆ 地域・防災活動への女性の参画促進 

(1) ＮＰＯや地域活動促進支援 

(2) 防災活動への女性の参画促進支援 

〔施策の方向〕 
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(2) 防災活動への女性の参画促進支援 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

41 
まちなか防災訓練への

女性の参画促進 

まちなか防災訓練へ女性の意見

を反映するとともに訓練への参画

促進に努めます。 

関連 

事業 
生活環境課 

42 
女性消防隊の設置及び

育成 

女性ならではの視点を生かした

地域での広報・防火・予防活動を実

施し、高齢化や生活様式の多様化な

どに対応できるよう女性消防隊の

設置と育成を進めます。 

関連 

事業 
生活環境課 

 

 

◆ 重点目標４ 就業機会の均等と労働環境の整備   

雇用・待遇・昇進などの男女間の格差の解消や、ワーク・ライフ・バランスの実現に向

けて、誰もが働きやすい環境を整備するため、事業者への働きかけに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 就業機会の均等に向けた啓発と情報提供 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

43 

雇用の分野における男

女の均等な機会等の啓

発活動 

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ついて、

町民の関心と理解を深めるととも

に、弊害となる諸要因の解消を図る

ため、必要な啓発活動を行う。 

主目的 

事業 
産業観光課 

44 雇用情報の提供 

ハローワーク等の関係機関と連

携して、その人の能力などに応じた

就業に関する資料や求人情報を提

供します。 

関連 

事業 
産業観光課 

 

 

◆ 就業機会の均等と労働環境の整備 

(1) 就業機会の均等に向けた啓発と情報提供 

(2) 働きやすい労働環境の整備促進 

〔施策の方向〕 



- 22 - 

(2) 働きやすい労働環境の整備促進  【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

45 
ハッピー・パートナー

企業等の登録推進 

仕事と子育てが両立できる雇用

環境の整備を促進するため、「ハッ

ピー・パートナー企業」（※１）並び

に「子育てサポート企業」の認定制

度（「くるみん認定」、※２）の周知・

登録に向けた働きかけを町内事業

者に対して行います。 

主目的 

事業 
総務課 

 

※１【ハッピー・パートナー企業】（新潟県男女共同参画推進企業） 

 男女が共に働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるような職場環境の整備や、女性労働者の育

成・登用などに積極的に取り組む事業者として新潟県に登録している企業、法人、団体。 

 登録することで、アドバイザーの無料派遣や県の建設工事入札参加資格審査の加点要件などの優遇

措置を受けることができます。 

 

※２【くるみん認定】 

次世代育成支援対策法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業で、計画に定めた目標を達成

し、一定の基準を満たしたことにより、厚生労働大臣の認定をうけたもの。 

認定を受けることで、税制優遇措置や公共調達における加点評価を受けることができます。 

 

 

◆ 重点目標５ 農水産業及び商工業者の男女共同参画の確立 

  農水産業や商工業などの自営業は、仕事と生活の場が同じ場合が多く、家事などの家

庭生活の負担を女性の方が多く担っている現状があります。 

  また、実際の労働では、女性も主要な担い手であるにも関わらず、意見が反映されな

いなど、正当に評価されていない状況も見受けられます。 

  女性の地位が認められ、その能力発揮が促進されるよう支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 農水産業及び商工業者の男女共同参画の確立 

(1) 事業者への指導と環境整備促進 

(2) 女性組織の育成支援 

〔施策の方向〕 
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(1) 事業者への指導と環境整備促進 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

46 
農業・商工団体等への

女性参画の指導 

集落営農や法人化にあたっての

設立相談時において、女性の参画に

ついて指導するとともに、商工会を

通じて商工業者の女性参画につい

て働きかけを行います。 

主目的 

事業 
産業観光課 

47 
家族経営協定（※）の締

結 

経営と生活の境目を明確にし、各

世帯員の役割、労働時間、労働報酬

等の就業条件について家族内の話

合いにおいて取り決める家族経営

協定の普及促進に努めます。 

関連 

事業 
農業委員会 

 

(2) 女性組織の育成支援 【女性活躍推進】 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

48 女性組織の育成支援 

男女共同参画の実現に向け、農業

の女性組織の育成と交流活動を支

援します。また、商工業団体の自営

業者については、必要に応じて商工

会等と連携した支援に努めます。 

主目的 

事業 
産業観光課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【家族経営協定】 

 家族経営が中心の日本の農業が魅力ある職業となり、それぞれの意欲と能力を十分に発揮できるよ

う、経営内において家族一人ひとりの役割と責任を明確にし、農業経営を担っている世帯員相互間の

ルールを文書にして取り決めたもの。 
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＜基本目標Ⅳ＞  

計画の確実な推進のための体制整備 

 

 

〔現状と課題〕 

 聖籠町では、平成 18 年度に県内町村で初となる聖籠町男女共同参画計画を策定し、他

の町村に先駆けて取組を進めてきました。 

  

しかし、その後平成 25 年に策定した第 2 次男女共同参画では、67 の具体的事業に取

り組むこととされていたものの、平成 27 年度・28 年度における取組の状況（※）は、

約４割の事業で、計画のとおりに取り組むことができていませんでした。 

 

 これらの背景には、町の厳しい財政事情や限られた人員の中で、思うように事業を実施

できなかったことも一因と考えられますが、町職員に男女共同参画のための取組を進めて

いくという意識も不足していたことも大きな要因ではなかったかと考えられます。 

 

 男女共同参画に関連する事業は、幅広い分野に及んでいるため、町として全庁的な体制

で総合的・計画的に取り組んでいかなければなりません。 

 

 聖籠町における男女共同参画社会の形成に向けて、これまで以上に効果的に取組が進め

られるよう、町における推進体制の見直しを行います。 

 

 

※【第 2 次計画における取組状況】 

第 2 次計画で掲げた取組事業について、H27・28 年の取組状況を確認したところ、計画全体を通

して「計画のとおり実施した」となった事業は約６割に留まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画のとおり実施している 計画にあまり取り組めていない 全く（ほとんど）取り組めていない 項目計

9 6 6
42.9% 28.6% 28.6%
18 4 3
72.0% 16.0% 12.0%
5 2 2

55.6% 22.2% 22.2%
9 2 1

75.0% 16.7% 8.3%
41 14 12
61.2% 20.9% 17.9%

※　上段は該当事業数

Ⅰ　男女共同参画の理念の浸透

Ⅱ　「人と人・男と女」の人権が尊重され平等に暮らせるまちづくり

Ⅲ　「人と人・男と女」が共に参画するまちづくり

Ⅳ　「人と人・男と女」が安心して働ける環境づくり

計画全体

21

25

9

12

67
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◆ 重点目標１ 庁内の推進体制の充実 

  この計画が、全庁的な体制で総合的・計画的に推進されるよう、役場庁内における推

進体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 推進体制の拡充 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

49 

町男女共同参画推進会

議（※）と所属推進員の

活用 

全庁的な体制で計画の推進を図

るため、町男女共同参画推進会議を

積極的に活用し、取組に対する庁内

トップの認識共有を図るとともに、

各課等に所属推進員を配置し、取組

事業の実効性を確保します。 

主目的 

事業 
総務課 

 

(2) 町職員の意識啓発 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

９ 
町職員への意識啓発 

※再掲 

町職員一人ひとりが男女平等の

意識をもって職務にあたることが

できるよう、研修の実施や情報提供

を行うことで、職員の意識啓発を図

ります。 

主目的 

事業 
総務課 

 

 

 

 

 

※【聖籠町男女共同参画推進会議】 

町長を議長、副町長・教育長・地方創生戦略監を副議長、課長等幹部職員を委員とする、町の男女共

同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画計画の策定及び推進、施策の

総合調整などを行う場として平成 24 年に設置しました。 

 

◆ 庁内の推進体制の充実 

(1) 推進体制の拡充 

(2) 町職員の意識啓発 

〔施策の方向〕 
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◆ 重点目標２ 計画の適切な進行管理 

  計画は、その取組の成果と課題を把握し、適宜、改善を図っていくことが重要です。

進行管理にＰＤＣＡサイクルを確立し、この計画を確実に前進させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 数値目標の設定と定期的な検証 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

50 
数値目標による進行管

理 

計画の実行性を確保し、その成

果・課題を適切に把握するため、成

果指標としての数値目標を設定し

ます。 

主目的 

事業 
総務課 

51 
計画の適切な検証とそ

の公表 

計画を確実に推進し、その成果・

課題を適切に把握するため、毎年

度、取組について検証を行い、次年

度で改善を図るとともに、検証結果

を町広報やホームページなどで公

表します。 

主目的 

事業 
総務課 

 

 

◆ 重点目標３ 近隣自治体、県及び関係団体との連携 

  町の限られた財政事情等のなかで、より効果的に取組を進めていくため、近隣の自治

体や新潟県、関係する団体と連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 計画の適切な進行管理 

(1) 数値目標の設定と定期的な検証 

〔施策の方向〕 

◆ 近隣自治体、県及び関係団体との連携 

(1) 取組事業の共同実施と情報共有 

〔施策の方向〕 
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(1) 取組事業の共同実施と情報共有 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

52 
定住自立圏形成協定に

基づく取組の推進 

定住自立圏形成協定を締結して

いる新発田市及び胎内市と連携し、

効率的かつ効果的な事業の実施を

進めます。 

主目的 

事業 
総務課 

53 
新潟県や新潟県女性財

団等との連携 

県や（公財）新潟県女性財団と連

携を密にし、協力して課題解決に取

り組めるよう、情報共有を図るとと

もに、事業の共催を進めます。 

主目的 

事業 
総務課 

 

【定住自立圏形成協定】 

大幅な人口減少と急速な少子化・高齢化が見込まれる地方において、「中心市」の都市機能と「近隣

市町村」のそれぞれの魅力を活用して、相互に役割分担をし、連携・協力することで、圏域全体で必要

な生活機能を確保し、地方圏への人口定住の促進を図るもの。 

聖籠町では、平成 29 年に、新発田市及び胎内市と協定を締結し、連携事業の一つとして、３市町が

協力して男女共同参画の推進に取り組むこととしています。 

 

 

◆ 重点目標４ 町民や事業者との協働 

  この計画を聖籠町全体で取り組んでいけるよう、町民や事業者の皆さんの意見を取組

に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 町男女共同参画計画策定委員会の意見の反映 

番号 事業名 内容 事業区分 担当 

54 
聖籠町男女共同参画計

画策定委員会の活用 

計画の推進に当たり、町民や事業

者の意見を適切に反映するため、聖

籠町男女共同参画計画策定委員会

を定期的に開催し、その意見を取組

に反映します。 

主目的 

事業 
総務課 

◆ 町民や事業者との協働 

(1) 町男女共同参画計画策定委員会の意見の反映 

〔施策の方向〕 
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第３章 指標の一覧 

 

 

 この計画の実行性を高めるとともに、その成果と課題を適切に把握するため、各基本目

標に成果指標を設定します。 

 

 ※ 基準値の時点が記されていない数値は、2018 年１月 31 日現在のものです。 

 ※ 指標は、必要に応じて見直す場合があります。 

 

 

＜基本目標Ⅰ＞町民への男女平等意識の浸透 

項目 基準値 目標数値 資料出所等 

１ 男女共同参画という用語の認知度 
47.0％ 

（2014） 
70％以上 町民意識調査 

２ 

男女の地位の平等について、「女性が男性

よりも地位が低い、又は弱い」と答える人

の割合 

29.1％ 

（2014） 
減少させる 町民意識調査 

３ 
関心のある人権問題として、「性別に基づ

く価値観の押し付け」と答える人の割合 
今後実施 増加させる 人権意識調査 

 

 

＜基本目標Ⅱ＞「人と人・男性と女性」の人権が尊重され、平等に暮らせるまちづくり 

項目 基準値 目標数値 資料出所等 

4 
生活をする上で、貧困など様々な困難に

直面していると答える人の割合 

25.9％ 

(2014) 
減少させる 町民意識調査 

5 

配偶者や恋人から身体的又は精神的な暴

力を受けた場合、相談のための窓口があ

ることを知っていると答える人の割合 

49.4％ 

（2014） 
増加させる 町民意識調査 

6 

男性が育児、炊事などの家庭の役割を主

体的に行うことに抵抗感があると答える

人の割合 

14.6％ 

（2014） 
減少させる 町民意識調査 
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＜基本目標Ⅲ＞「人と人・男性と女性」が活躍できる環境づくり 

項目 基準値 目標数値 資料出所等 

7 審議会等（※）委員に占める女性の割合 
19.3％ 

（2017.4.1） 
30％以上 総務課調べ 

8 女性委員がゼロの審議会等（※）の数 
６ 

（2017.4.1） 
減少させる 総務課調べ 

9 

性別にとらわれることなく、その個性と

能力を十分に発揮できていると答える人

の割合 

34.0％ 

(2014) 
増加させる 町民意識調査 

10 女性消防団員数 ０人 ３人 生活環境課調べ 

11 まちなか防災訓練への女性参加者数 
42.9% 

（2017） 

40％以上を

維持 
生活環境課調べ 

12 ハッピー・パートナー企業の登録数 4 10 総務課調べ 

13 くるみん認定企業数 0 2 総務課調べ 

14 家族経営協定締結農家数 16 18 農業委員会調べ 

※ 地方自治法第 180 条の５に基づく委員会等及び同法第 202 条の３に基づく審議会等で、調査時

点において稼働中のものとし、休止中又は委員改定作業中のものは含めない。 

 

＜基本目標Ⅳ＞計画の確実な推進のための体制整備 

項目 基準値 目標数値 資料出所等 

15 町の男女共同参画の取組に対する認知度 
11.7％ 

（2014） 
35％以上 町民意識調査 
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参考資料 

 

● 男女共同参画社会基本法 

（平成一一年六月二三日法律第七八号）   

改正 平成一一年七月一六日法律第一〇二号   

同一一年一二月二二日同第一六〇号   

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。 

 

（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。 
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（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） 

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。 

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。 
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（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 （平成一一年六月二三日法律第七八号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、

廃止する。 

 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年

法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該 各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成一三年一月六日） 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三

条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前

の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任

期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の

職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その

日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一

月六日から施行する。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 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る

部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十

四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条

の規定 公布の日

 

 

● 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  

（平成二七年九月四日法律第六四号）  

改正 平成二九年三月三一日法律第一四号  

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） 
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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。 

 

（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。 

 

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」
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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。 

 

（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、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
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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。 

 

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
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て「関係機関等」という。）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。 

 

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 抄 

 

（施行期日） 

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。 

 

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 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、

第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二

並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項

の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部

分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法

第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並

びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十

三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二

号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及

び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）

の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改

正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に

限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する
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法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第

四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五ま

で、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十

八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、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 

 

（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。 

 

 

 

● 地方自治法（抄） 

（昭和二二年四月一七日法律第六七号） 

最終改正 平成二九年六月二三日同第七四号   

  

第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通

地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の

通りである。 

一 教育委員会 

二 選挙管理委員会 

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体に

あつては公平委員会 

四 監査委員 

２ （略） 

３ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるとこ

ろにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りで

ある。 

一 農業委員会 

二 固定資産評価審査委員会 

４～８ （略） 

 

第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法

律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、そ

の担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機

関とする。 

２・３ （略）
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● 聖籠町男女共同参画計画策定委員会条例 

 

平成 16 年６月 25 日条例第 21 号  

 

（設置） 

第１条 聖籠町男女共同参画計画の策定にあたり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第

３項の規定に基づき、聖籠町男女共同参画計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、聖籠町における男女共同参画計画の策定に関する事項について調査及び検討し、その結果

を町長に報告する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 20 人以内で組織する。 

２ 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満であってはならない。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係機関の職員 

(3) 一般町民 

(4) その他町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は資料の

提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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● 聖籠町男女共同参画推進会議設置要綱 

 

（平成 24 年 6 月 26 日告示第 55 号） 

(設置) 

第１条 男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、聖籠町男女共同参画推進会議(以下

「推進会議」という。)を置く。 

 

(所掌事務) 

第２条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。 

(2) 男女共同参画の施策に係る課等の総合調整に関すること。 

(3) 前 2 号に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関すること。 

 

(組織) 

第３条 推進会議は、議長、副議長、事務局長及び委員をもって構成する。 

２ 議長は町長をもって充て、副議長は副町長、教育長及び地方創生戦略監をもって充てる。 

３ 事務局長は、総務課長をもって充てる。 

４ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

 

(職務) 

第４条 議長は、推進会議を代表し、会務を統括する。 

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。 

３ 事務局長は、会議の所掌事務について、議長及び副議長を補佐する。 

 

(会議) 

第５条 議長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 推進会議には、議長が必要と認めたとき推進会議以外の者の出席を求めることができる。 

 

(事務局) 

第６条 推進会議の事務局は、総務課に置く。 

 

(補則) 

第７条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

附 則(平成 26 年７月８日告示第 52 号) 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

附 則(平成 30 年２月５日告示第７号) 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

別表(第３条関係) 

税務財政課長 納税対策室長 町民課長 

保健福祉課長 生活環境課長 産業観光課長  

農業委員会事務局長 議会事務局長 ふるさと整備課長 

東港振興室長 上下水道課長 会計室長 

子ども教育課長 社会教育課長 図書館長
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● 聖籠町男女共同参画計画策定委員会委員名簿 

 

2018 年１月 31 日現在  

（任期：2017 年８月 24 日から 2019 年８月 23 日まで）  

選出区分 氏 名 性別 機関名等  

１号委員

学識 

経験者 

◎藤本 晃嗣 男 敬和学園大学人文学部国際文化学科 准教授 

○稲田 陽子 女 元・山倉小学校長 

２号委員 

関係機関

の職員 

野島 一生 男 新発田公共職業安定所長 

髙崎 美由貴 女 聖籠町教育委員会 委員 

鈴木 典子 女 聖籠町商工会 女性部長 

宮下 吉勝 男 聖籠町農業委員会 委員 

五十嵐 正 男 聖籠町社会福祉協議会 理事 

手嶋 京子 女 聖籠町民生委員、児童委員協議会 委員 

中山 一彦 男 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 総務課長 

井上 和男 男 
日本シイエムケイ株式会社 

製造統括本部国内製造本部管理部管理一課長 

３号委員 

一般町民 

小見 奈美絵 女 （子ども園保護者会役員） 

田中 厚 男 （学校ＰＴＡ役員） 

高橋 愛美 女 （会社員） 

伊藤 千穂 女 （集落役員） 

荻野 理 女 （地域貢献活動団体役員） 

◎：委員長、○：副委員長                      （敬称略） 
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● 第 3 次聖籠町男女共同参画計画策定の経緯 

 

年月日 内 容 

平成 29 年 

８月 24 日 

○第 3 次計画の策定に関し、聖籠町男女共同参画計画策定委員会へ諮問 

■第１回委員会 

・ 男女共同参画についての概論の確認 

・ 聖籠町の取組状況について確認 

平成 29 年 

  ９月 19 日 

○第１回庁内ワーキング・グループ（「ＷＧ」） 

※ 第３次計画策定に向けて庁内実務担当レヴェルで検討を行うため設置 

 ・ 第 2 次計画の検証 

 ・ 町の推進体制の見直しについて検討 

平成 29 年 

 10 月 31 日 

■第２回委員会 

 ・ 町の推進体制の見直しの検討状況について確認 

 ・ 第２次計画の検証について確認 

 ・ 第 3 次計画で取り組むべきテーマについて意見交換 

平成 29 年 

 12 月 19 日 

■第３回委員会 

 ・ 答申書の骨子について検討 

平成 29 年 

 12 月 20 日 

○第２回ＷＧ 

 ・ 委員会での検討状況を踏まえ、第 3 次計画で取り組む事業の検討を開始 

平成 30 年 

1 月 9 日 

○第 1 回聖籠町男女共同参画推進会議（「推進会議」） 

 ・ 委員会での検討状況及び今後のスケジュールを確認 

平成 30 年 

1 月 18 日  

○第３回ＷＧ 

 ・ 委員会の検討状況を確認 

 ・ 第 3 次計画で取り組む事業の検討 

平成 30 年 

1 月 23 日 

■第４回委員会 

 ・ 答申書の審議・決定 

 ・ 答申 

平成 30 年 

２月 13 日 

○第２回推進会議 

 ・ 第３次計画（案）の決定 

平成 30 年 

２月 14 日～３月 15 日 
○第 3 次計画（案）について意見募集（パブリックコメント） 

平成 30 年 

  ３月 19 日 

○第３回推進会議 

 ・ 第３次計画の策定 

■：聖籠町男女共同参画計画策定委員会の活動 

○：庁内における活動 

 

※ 聖籠町男女共同参画計画策定委員会の議事の様子は、町ホームページに掲載しています。 
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