３ 関係法令等
該各号に定めるところによる。

３ 関係法令等

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

○ 日本国憲法（抄）
（昭和 21 年 11 月３日憲法）

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、

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性

共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係

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

において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

を改善するため必要な範囲内において、男女のい

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

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。

栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一 （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

代に限り、その効力を有する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同

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

等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持

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

されなければならない。

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ
ればならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及

び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳 （社会における制度又は慣行についての配慮）
と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 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

○ 男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号） 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

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

立なものとするように配慮されなければならない。

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 （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

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

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

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

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

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

されることを旨として、行われなければならない。

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 （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、

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

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

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

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

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

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

の推進を図っていくことが重要である。

うにすることを旨として、行われなければならない。

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 （国際的協調）
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 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

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

の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

推進するため、この法律を制定する。

（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

第一章 総則
（目的）

形成についての基本理念（以下「基本理念」という。
）にのっと

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

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

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

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

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

を有する。

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 （地方公共団体の責務）
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 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
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

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

を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

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。

（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 （国民の責務）
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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 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
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

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

に寄与するように努めなければならない。

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

（法制上の措置等）

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

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

ならない。

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 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

講じなければならない。

れを公表しなければならない。

（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 （施策の策定等に当たっての配慮）
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 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

についての報告を提出しなければならない。
２

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 （国民の理解を深めるための措置）
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 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

しなければならない。

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 （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

策
（男女共同参画基本計画）

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

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

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

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

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

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」

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

という。
）を定めなければならない。

を図るために必要な措置を講じなければならない。

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 （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

のとする。

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

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

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

進に関する施策の大綱

るように努めるものとする。

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 （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

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

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

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

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

ない。

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。

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 （地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
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 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

い。

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

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

の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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

第三章 男女共同参画会議

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 （設置）
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 第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。
）
計画」という。
）を定めなければならない。

を置く。

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 （所掌事務）
るものとする。

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

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

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、都道府県の区域における男女共

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

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

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

推進するために必要な事項

な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
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三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると ○

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 年法律第 31 号）

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

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

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 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
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、いる。
内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

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

（組織）

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

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 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
る。

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

（議長）

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

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

げとなっている。

２

議長は、会務を総理する。

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

（議員）

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

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

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

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 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
指定する者

ある。

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

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

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 者の保護を図るため、この法律を制定する。
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

第一章 総則

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 （定義）
ない。

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

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

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

（議員の任期）

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

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

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

だし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

の二において「身体に対する暴力等」と総称する。
）をいい、配

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

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

（資料提出の要求等）

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

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

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

とする。

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 ２
協力を求めることができる。

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。

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 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

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

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

力を依頼することができる。

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

（政令への委任）

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

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

る。

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。

（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

附 則 〈略〉

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
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三項において「基本方針」という。
）を定めなければならない。 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。

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

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

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

的な指導その他の必要な指導を行うこと。

るべきものを定めるものとする。

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

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

害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第八

な事項

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

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

保護を行うこと。

内容に関する事項

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

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

進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情

施策の実施に関する重要事項

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

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

こと。

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

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

ない。

供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。

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

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

滞なく、これを公表しなければならない。

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

（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 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。

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 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、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

本計画」という。
）を定めなければならない。

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。

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

（婦人相談員による相談等）

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 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。

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 （婦人保護施設における保護）
第五条

実施内容に関する事項

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。

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

第三章 被害者の保護

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 （配偶者からの暴力の発見者による通報等）
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 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

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

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

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

又は警察官に通報するよう努めなければならない。

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 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
ばならない。

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

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

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

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

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

行うよう努めなければならない。

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

第二章 配偶者暴力相談支援センター等

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

（配偶者暴力相談支援センター）

することを妨げるものと解釈してはならない。

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 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
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

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

ターとしての機能を果たすようにするものとする。

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

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

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

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。

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）

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 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
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。

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
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３ 関係法令等
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

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

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

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

ことを勧奨するものとする。

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

（警察官による被害の防止）

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

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

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、

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）
、

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

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

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

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

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、

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

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

措置を講ずるよう努めなければならない。

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

（警察本部長等の援助）

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

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

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

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

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

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

限る。

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

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

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

（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

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、

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

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

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

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

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

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）

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

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

付近をはいかいしてはならないこと。

る福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。
）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
は、生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）
、児童福祉

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

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

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、

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

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

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

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

を講ずるよう努めなければならない。

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

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

ならないことを命ずるものとする。

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

一 面会を要求すること。

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、その適切な保護が行われるよう、

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。

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。

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

（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。

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

第四章 保護命令

は電子メールを送信すること。

（保護命令）

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

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

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。

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

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

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

くこと。

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

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得

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

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

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、

他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

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 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
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

しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号に

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

おいて単に「子」という。
）と同居しているときであって、配偶

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

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
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３ 関係法令等
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

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

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

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

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

大きいと認めるに足りる申立ての時における事情

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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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

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、

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

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

歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

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

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

事項

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

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

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

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所

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

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容

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

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

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 ２

前項の書面（以下「申立書」という。
）に同項第五号イからニ

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、 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
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

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

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

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

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

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

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

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 （迅速な裁判）
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 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。

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

（保護命令事件の審理の方法）

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 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
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

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。

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

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

人の同意）がある場合に限り、することができる。

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

（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、

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

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

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

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。

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

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

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

地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

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

一 申立人の住所又は居所の所在地

は、これに速やかに応ずるものとする。

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 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

等に対する脅迫が行われた地
（保護命令の申立て）

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

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

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」という。
）の申立ては、次に掲げる事項を記載した

（保護命令の申立てについての決定等）

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 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

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
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には、理由の要旨を示せば足りる。

３ 関係法令等
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

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

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

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

の効力を生ずる。

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。

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 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

道府県警察本部長に通知するものとする。

ついて準用する。

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 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。

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 （第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）
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 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
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

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

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

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

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

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

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

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

センター）の長に通知するものとする。

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

５ 保護命令は、執行力を有しない。

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

（即時抗告）

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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」

処分を命ずることができる。

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

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

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

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

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

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

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）

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 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

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

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

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

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

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

さなければならない。

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、

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、 この限りでない。
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 （法務事務官による宣誓認証）
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、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
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

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

談支援センターの長に通知するものとする。

ない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又

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。

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

（保護命令の取消し）

行わせることができる。

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 （民事訴訟法 の準用）
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 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
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

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

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

法 （平成八年法律第百九号）の規定を準用する。

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 （最高裁判所規則）
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３ 関係法令等
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

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

続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用
第五章 雑則
第五章の二 補則

（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 （この法律の準用）
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。
） 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、
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

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

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

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

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

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

に十分な配慮をしなければならない。

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

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

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

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

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

修及び啓発を行うものとする。

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、

（教育及び啓発）

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

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

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、

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

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

する。

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（調査研究の推進等）

第二条

被害者

被害者（第二十八条の二

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

に規定する関係にある

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

相手からの暴力を受け

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

た者をいう。以下同じ。
）

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

第六条第一項

向上に努めるものとする。
（民間の団体に対する援助）

配偶者又は

同条に規定する関係に

配偶者であ

ある相手又は同条に規

った者

定する関係にある相手

配偶者

第二十八条の二に規定

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

であった者

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

第十条第一項から

要な援助を行うよう努めるものとする。

第四項まで、第十

（都道府県及び市の支弁）

一条第二項第二

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

号、第十二条第一

ばならない。

項第一号から第四

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

号まで及び第十八

相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。
）

する関係にある相手

条第一項

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

離婚をし、

第二十八条の二に規定

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

第十条第一項

又はその婚

する関係を解消した場

たす者に委託して行う場合を含む。
）に要する費用

姻が取り消

合

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

された場合
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
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。
）
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
及びこれに伴い必要な事務に要する費用
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
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
に処する。
行う業務に要する費用を支弁しなければならない。
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
（国の負担及び補助）
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
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
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
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
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
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
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
る。
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
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
処する。
の五以内を補助することができる。
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３ 関係法令等
附 則 〈略〉

○ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法
律（昭和47年法律第113号）
（目的）
第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選によ
る公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、
内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官
若しくは副知事若しくは副市町村長の職（次条において「公選
による公職等」という。）にある者として国又は地方公共団体
における政策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（以下「政治分野における男女共同参画」という。）
が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映
されるために一層重要となることに鑑み、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、政
治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を
定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとと
もに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基
本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同
参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画
する民主政治の発展に寄与することを目的とする。
（基本原則）
第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、
参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政
党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の
自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数
ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。
２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によっ
て公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しようと
する者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な
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
等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男
女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、そ
の性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない。
３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別
にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による
公職等としての活動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。
（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、前条に定める政治分野における
男女共同参画の推進についての基本原則（次条において単に「基
本原則」という。
）にのっとり、政党その他の政治団体の政治活
動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女
共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施
するよう努めるものとする。
（政党その他の政治団体の努力）
第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分
野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治
団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目
標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとする。
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３ 関係法令等
（実態の調査及び情報の収集等）
第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取 ○

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）

組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態
の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提
供（次項及び第九条において「実態の調査及び情報の収集等」と
いう。
）を行うものとする。

第一章 総則
（目的）

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関 第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念
する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査

にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。

保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産

（啓発活動）

後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

第六条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画 （基本的理念）
の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な 第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されるこ
啓発活動を行うよう努めるものとする。

となく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実

（環境整備）

した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画

理念とする。

の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備 ２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的
を行うよう努めるものとする。

理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努め

（人材の育成等）

なければならない。

第八条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画 （啓発活動）
が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずる 第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等
よう努めるものとする。

な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めると

（法制上の措置等）

ともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

第九条 国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必

の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動

要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推

を行うものとする。

進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ず （男女雇用機会均等対策基本方針）
るものとする。

第四条 厚生労働大臣は、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施策の基本となるべき方針（以下「男

附 則 〈略〉

女雇用機会均等対策基本方針」という。
）を定めるものとする。
２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおり
とする。
一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に
関する事項
二 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
ついて講じようとする施策の基本となるべき事項
３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働
者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定
められなければならない。
４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに
当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都
道府県知事の意見を求めるものとする。
５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたと
きは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更につ
いて準用する。
第二章 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
第一節 性別を理由とする差別の禁止等
（性別を理由とする差別の禁止）
第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別に
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（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の

かかわりなく均等な機会を与えなければならない。

措置）

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対する

由として、差別的取扱いをしてはならない。

その雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件に

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。
）
、昇進、

つき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就

降格及び教育訓練

業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であ

じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理

って厚生労働省令で定めるもの

上必要な措置を講じなければならない。

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主によ

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
（性別以外の事由を要件とする措置）

る当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由と

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に

して、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては
ならない。

関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもの

のうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情 ３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置
を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある

の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずる

措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の

ように努めなければならない。

対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の ４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措
遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該

置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な

針（次項において「指針」という。
）を定めるものとする。
５ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更につ

理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
（女性労働者に係る措置に関する特例）

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の

道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替える
ものとする。

均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善する

ことを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを （職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及
び労働者の責務）

妨げるものではない。

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）

又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つては

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したこ

ならないことその他当該言動に起因する問題（以下この条にお

とを退職理由として予定する定めをしてはならない。

いて「性的言動問題」という。
）に対する事業主その他国民一般

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇し

の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置

てはならない。

を講ずるように努めなければならない。

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産し

たこと、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条 ２ 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心
第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二

と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言

項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する

動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮を

理由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女

するほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなけれ

性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ばならない。
４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者 ３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、
に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解

自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対

雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明し
たときは、この限りではない。

する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
４ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労

（指針）

働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ず

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項

る前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対 （職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関す
処するために必要な指針（次項において「指針」という。
）を定
めるものとする。

る雇用管理上の措置）
第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用する女

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更につい

性労働者に対する当該労働者が妊娠したこと、出産したこと、

て準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道

労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は

府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替えるも

同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の

のとする。

妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの
に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること

第二節 事業主の講ずべき措置

のないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応す
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るために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講 第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第

じなければならない。
２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は

一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める

事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場

措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が

合について準用する。

図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有
効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努め

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措

なければならない。

置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指
針（次項において「指針」という。
）を定めるものとする。

第三節 事業主に対する国の援助

４ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都 第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替える

が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野におけ

ものとする。

る男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を
改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じよ

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関す

うとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行

る国、事業主及び労働者の責務）

うことができる。

第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規
定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

問題（以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」とい

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会

う。
）に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、

及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たっ

広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければ

て必要となる措置に関する計画の作成
三 前号の計画で定める措置の実施

ならない。

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

２ 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する

五 前各号の措置の実施状況の開示

労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働
者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の

第三章 紛争の解決

必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するよう

第一節 紛争の解決の援助等

に努めなければならない。

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、 （苦情の自主的解決）
自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、 第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十
労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければな

三条第一項に定める事項（労働者の募集及び採用に係るものを

らない。

除く。
）に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処

４ 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を

理機関（事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表す

深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、

る者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するため

事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなけれ

の機関をいう。
）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的
な解決を図るように努めなければならない。

ばならない。

（紛争の解決の促進に関する特例）

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その 第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び
雇用する女性労働者が母子保健法 （昭和四十年法律第百四十一

第二項（第十一条の三第二項において準用する場合を含む。
）
、

号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な

第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める

時間を確保することができるようにしなければならない。

事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導

労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百

又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにする

十二号）第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定

ため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなけれ

は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

ばならない。

（紛争の解決の援助）

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置 第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当
に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次

該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求め

項において「指針」という。
）を定めるものとする。

られた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更につ

は勧告をすることができる。

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都 ２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合
道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と読み替える

について準用する。

ものとする。
（男女雇用機会均等推進者）

第二節 調停
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（調停の委任）

ために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争（労働

提供その他必要な協力を求めることができる。

者の募集及び採用についての紛争を除く。
）について、当該紛争 （厚生労働省令への委任）
の当事者（以下「関係当事者」という。
）の双方又は一方から調 第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要
な事項は、厚生労働省令で定める。

停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要が
あると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する

第四章 雑則

法律第六条第一項 の紛争調整委員会（以下「委員会」という。
）

（調査等）

に調停を行わせるものとする。

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合に 第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれ
ぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。

ついて準用する。

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長

（調停）

に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停（以下この節において

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から

「調停」という。
）は、三人の調停委員が行う。
２

必要な調査報告を求めることができる。

調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

名する。

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関 第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある
係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者そ

と認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導

の他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

若しくは勧告をすることができる。

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要が ２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める
あると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管

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

轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働

できる。

者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき （公表）
第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一

意見を聴くものとする。
第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその

項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項（第十一条の三

受諾を勧告することができる。

第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決

場合を含む。
）
、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条

の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定
２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その

による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに

旨を関係当事者に通知しなければならない。

従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

（時効の中断）

（船員に関する特例）

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合に 第三十一条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第
おいて、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた

六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうと

日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提

する者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項

起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴え

（同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第

の提起があつたものとみなす。

四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。
）
、第十

（訴訟手続の中止）

条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争

二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大

であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合におい

臣」と、第四条第四項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第

て、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者

五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用す

の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間

る場合を含む。
）中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審

を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三

一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施され

第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生

ていること。

労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によって
当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項の
規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 による休業をしたこと」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律
３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項

第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定によって作業に従

の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることがで

事しなかつたこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六

きない。

十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決の
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条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第

３ 関係法令等
八十七条第一項又は第二項の規定によって作業に従事しなかっ ○

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 年法律第 64 号）
【令和２年６月 1 日施行時
点】

たこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第
二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監
理部長を含む。
）
」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争
調整委員会（以下「委員会」という。
）
」とあるのは「第二十一条

第一章 総則

第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから （目的）
指名する調停員」とする。

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、

２ 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定によ

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

り指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第

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

二十七条までの規定は、適用しない。

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

３ 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り

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

扱う。

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

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に

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

処せられたときは、その地位を失う。

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

５ 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停につい

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

て準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで

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

及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二

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

十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは

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

「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。
） 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
が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。
）
」と、第二十六条

する。

中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り （基本原則）
扱っている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一 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
条第三項から第五項まで」と、
「調停」とあるのは「合議体及び

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

調停」と、
「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み

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

替えるものとする。

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

（適用除外）

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

第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第

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

二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、 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
第二章第二節（第十三条の二を除く。
）の規定は、一般職の国家

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

公務員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年

ければならない。

法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除く。
）
、裁判所職 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
員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受

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

ける裁判所職員、国会職員法 （昭和二十二年法律第八十五号） 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
の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百

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

六十五号）第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。 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
第五章 罰則

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

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚

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

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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。

附 則 〈略〉

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）
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３ 関係法令等
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 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
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

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

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

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

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

第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規

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

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

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

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

る施策に協力しなければならない。

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、

第二章 基本方針等

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。

（基本方針）

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

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

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

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、

関する事項

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

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

本方針」という。
）を定めなければならない。

関する重要事項

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。 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
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

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

向

しなければならない。

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

第二節 一般事業主行動計画

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

（一般事業主行動計画の策定等）

る次に掲げる事項

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

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

いう。
）であつて、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるも

置に関する事項

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

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

（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

の整備に関する事項

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

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

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

策に関する重要事項

らない。これを変更したときも、同様とする。

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

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

躍を推進するために必要な事項

のとする。

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

一 計画期間

なければならない。

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

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

より達成しようとする目標

は、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

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

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

関する取組の内容及びその実施時期

（都道府県推進計画等）

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、

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

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

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

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

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

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

う。
）を定めるよう努めるものとする。

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

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

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

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

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

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

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

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。
）

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

を定めるよう努めるものとする。

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

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

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

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

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。

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

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

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、
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３ 関係法令等
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 第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般
れを公表しなければならない。

事業主」という。
）については、第八条第一項及び第七項の規定

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

は、適用しない。

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 ２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
目標を達成するよう努めなければならない。

毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関

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

する取組の実施の状況を公表しなければならない。

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 （特例認定一般事業主の表示等）
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 第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定め
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。

る表示を付することができる。
２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

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 （特例認定一般事業主の認定の取消し）
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 第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のい
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

ずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことがで

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。

きる。

（基準に適合する一般事業主の認定）

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

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

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

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

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表

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

をしたとき。

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

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく

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

命令に違反したとき。

するものである旨の認定を行うことができる。

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

（認定一般事業主の表示等）

（委託募集の特例等）

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」 第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般
という。
）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務

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

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

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

令で定めるもの（次項及び第十四条第一項において「商品等」と

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

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。

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

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

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

表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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

（認定の取消し）

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

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

主については、適用しない。

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。 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
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。

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

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

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

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

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

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

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、

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、 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
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

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

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事

談及び援助を行うものであつて、その申請に基づいて、厚生労

業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当

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

該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用

で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

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 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
律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業

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

務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

とができる。

行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第 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
二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当

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、

該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

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

況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

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

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。

い。

（特例認定一般事業主の特例等）

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
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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

があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第

する取組の内容及びその実施時期

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 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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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」

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

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

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、

第十六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

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

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

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

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

量的に定めなければならない。

るものとする。

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

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

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

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

ければならない。

「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 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
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

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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 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
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

基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の 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
募集に従事する者」とする。

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

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

う努めなければならない。

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。
第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をし

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

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 （一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
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 第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令
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、 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
当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

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

（一般事業主に対する国の援助）

における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般

ばならない。

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

一 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提供に関する実績

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

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資す

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

る雇用環境の整備に関する実績

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

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

施に努めるものとする。

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

第三節 特定事業主行動計画
第十九条 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

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一
方を定期的に公表するよう努めなければならない。

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、 （特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
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 第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職
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

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、

条において同じ。
）を定めなければならない。

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

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

る次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活

のとする。

に関する機会の提供に関する実績

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

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する
勤務環境の整備に関する実績

より達成しようとする目標
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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

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための

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

支援措置

係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。
）を組

（職業指導等の措置等）

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、 織することができる。
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 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
おいて第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている

を講ずるよう努めるものとする。

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

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

ものとする。

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 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、
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

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。

よう努めるものとする。

一 一般事業主の団体又はその連合団体

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、

二 学識経験者

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。

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

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

て「関係機関等」という。
）が相互の連絡を図ることにより、女

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

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

得た秘密を漏らしてはならない。

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

（財政上の措置等）

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

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

行うものとする。

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 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。

他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（秘密保持義務）

（国等からの受注機会の増大）

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資する 第二十八条 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。
） た秘密を漏らしてはならない。
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、（協議会の定める事項）
認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活 第二十九条 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。

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

第五章 雑則

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。

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

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 第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると
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

認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一

のとする。

般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定

（啓発活動）

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

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活

勧告をすることができる。

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 （公表）
得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表

（情報の収集、整理及び提供）

をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表

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

をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八

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

条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告

うものとする。

をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかっ
たときは、その旨を公表することができる。

（協議会）

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活に （権限の委任）
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 第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第
団体の機関（以下この条において「関係機関」という。
）は、第

十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、

二十二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

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

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

局長に委任することができる。
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○ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のた 条約（昭和 60 年条約第 7 号）
（政令への委任）

め必要な事項は、政令で定める。
この条約の締約国は、
第六章 罰則

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十 権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、
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

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであると

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 の原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながら
に処する。

にして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲 並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに
役又は五十万円以下の罰金に処する。

同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができるこ

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

とを宣明していることに留意し、
人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲 化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を
確保する義務を負っていることに留意し、

役又は三十万円以下の罰金に処する。

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募

の平等を促進するための国際条約を考慮し、

集に従事した者

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第

進するための決議、宣言及び勧告に留意し、

二項の規定による指示に従わなかった者

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対す

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又

る差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、

は第四十条の規定に違反した者

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政

の罰金に処する。

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含 治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となる
ものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、

む。
）の規定に違反した者

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一 また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開
発することを一層困難にするものであることを想起し、

項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための

三 第十六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 訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少
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 ないことを憂慮し、
衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等

をした者

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第 の促進に大きく貢献することを確信し、
アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主

一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人 義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、 の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、
国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国

第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

）の間で相互に協力
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。 （社会体制及び経済体制のいかんを問わない。
第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告 し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な
をした者は、二十万円以下の過料に処する。

国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における
正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配

附 則 〈略〉

の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立
の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、
社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達
成に貢献することを確認し、
国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる
分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを
必要としていることを確信し、
家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められてい
なかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び
子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子
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の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び

も不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはなら

社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、

ず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された
時に廃止されなければならない。

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに

変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識 ２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条
約に規定する措置を含む。
）をとることは、差別と解してはなら

し、

ない。

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則

を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別 第五条 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
(a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の

を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、

定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行

次のとおり協定した。

の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を
修正すること。

第一部

第一条 この条約の適用上、
「女子に対する差別」とは、性に基づ (b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての
く区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化

適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任

的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をして

についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合に

いるかいないかを問わない。
）が男女の平等を基礎として人権及

おいて、子の利益は最初に考慮するものとする。

び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無 第六条 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春か
らの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。
）

効にする効果又は目的を有するものをいう。

をとる。

第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、
女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、

かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のこと 第二部
第七条 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対

を約束する。

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み

特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。

入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原

則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保する (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにす
べての公選による機関に選挙される資格を有する権利

こと。

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のす
べての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する

措置（適当な場合には制裁を含む。
）をとること。

権利

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立

し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非
政府団体に参加する権利

差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護すること

第八条 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活

を確保すること。

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、 動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかつい
かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確
保すること。

かなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。
第九条

(e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するため １ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男
のすべての適当な措置をとること。

子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻又は

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を

婚姻中の夫の国籍の変更が、動的に妻の国籍を変更し、妻を無

修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含む。
） 国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確
をとること。

保する。

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止す ２
ること。

締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利

を与える。

第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的
及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎と 第三部
して人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障する 第十条 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平
ことを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保する

等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基

ためのすべての適当な措置（立法を含む。
）をとる。

礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する

第四条

差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫 (a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、
定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解し

修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このよう

てはならない。ただし、その結果としていかなる意味において

な平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高
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業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。

等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保され
３

なければならない。

この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術

上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教

修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。

育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割 第十二条
についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長 １ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス（家族計画
）を享受する機会を確保することを目的
する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、 に関連するものを含む。
特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法

として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するため

を調整することにより行うこと。

のすべての適当な措置をとる。
２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会

）
(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。
）
、 び産後の期間中の適当なサ－ビス（必要な場合には無料にする。
並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。

特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少

させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 第十三条 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に
次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女

活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべて

子のための計画を策定すること。

の適当な措置をとる。

(g) スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族 (a) 家族給付についての権利
(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権

計画に関する情報及び助言を含む。
）を享受する機会

利

第十一条
１

締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権 (c) レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面における文化
的活動に参加する権利

利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対

第十四条

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。

１

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含

締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済

的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化されていない

む。
）についての権利

経済の部門における労働を含む。
）を考慮に入れるものとし、農

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働

村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適

に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練

当な措置をとる。

及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。
）を受 ２
ける権利

締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発

に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。
）及び同

保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃する

一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱い

ためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女

の平等についての権利

子に対して次の権利を確保する。

(e) 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労 (a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する
働不能の場合における社会保障）についての権利及び有給休暇
についての権利

権利
(b) 適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、カウンセリン

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含
む。
）についての権利
２

グ及びサ－ビスを含む。
）を享受する権利
(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利

締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防 (d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であるか

止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、

ないかを問わない。
）の訓練及び教育（実用的な識字に関する

次のことを目的とする適当な措置をとる。

ものを含む。
）並びに、特に、すべての地域サ－ビス及び普及サ

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか

－ビスからの利益を享受する権利

いないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。 (e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得る
(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用

ために、自助的集団及び協同組合を組織する権利

関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を (f) あらゆる地域活動に参加する権利
導入すること。

(g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを
両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サ

権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等
な待遇を享受する権利

－ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進するこ (h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運
とにより奨励すること。

輸並びに通信に関する条件）を享受する権利

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作
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第四部

の選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われるこ

第十五条

と並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。

考慮に入れる。

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力 ２

委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から

を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与

秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人

える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することに

を指名することができる。

つき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所 ３

委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後

における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り

六箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委

扱う。

員の選挙の日の遅くとも三箇月前までに、締約国に対し、自国

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有す

が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請す

るすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のいかんを問

る。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名

わない。
）を無効とすることに同意する。

簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。
）を
作成し、締約国に送付する。

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関

４

する法律において男女に同一の権利を与える。

委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本

第十六条

部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約

１

締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女

国の三分の二をもって定足数とする。この会合においては、出

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるも

席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数

のとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。

で、かつ、過半数の票を得て指名された者をもって委員会に選
出された委員とする。

(a) 婚姻をする同一の権利

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより ５

委員会の委員は、四年の任期で選出される。ただし、最初の

選挙において選出された委員のうち九人の委員の任期は、二年

婚姻をする同一の権利
(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任

で終了するものとし、これらの九人の委員は、最初の選挙の後

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを

直ちに、委員会の委員長によりくじ引きで選ばれる。

問わない。
）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合にお ６

委員会の五人の追加的な委員の選挙は、三十五番目の批准又

は加入の後、２から４までの規定に従って行う。この時に選出

いて、子の利益は至上である。
(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する

された追加的な委員のうち二人の委員の任期は、二年で終了す

同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育

るものとし、これらの二人の委員は、委員会の委員長によりく

及び手段を享受する同一の権利

じ引で選ばれる。

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度 ７

締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行

が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あら

することができなくなった場合には、その空席を補充するため、

ゆる場合において、子の利益は至上である。

委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命す
る。

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を

８

含む。
）

委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、 慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の
運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方
の同一の権利
２

財源から報酬を受ける。
９

国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果

児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、 的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。

婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付け 第十八条
るためのすべての必要な措置（立法を含む。
）がとられなければ １
ならない。

締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法

上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもた
らされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際

第五部

連合事務総長に提出することを約束する。

第十七条
１

(a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から一年以

この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に

内

対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」という。
）を (b) その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要請するとき。
設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、三十 ２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼ
五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三人の徳望が高

す要因及び障害を記載することができる。

く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有 第十九条
する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国 １ 委員会は、手続規則を採択する。
により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。そ ２ 委員会は、役員を二年の任期で選出する。
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面を受領し、かつ、すべての国に送付する。

第二十条

１ 委員会は、第十八条の規定により提出される報告を検討する ２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回

ために原則として毎年二週間を超えない期間会合する。

することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべて

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決

の国に通報する。このようにして通報された通告は、受領され

定する他の適当な場所において開催する。

た日に効力を生ずる。

第二十一条

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際 第二十九条
連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び １ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によ
って解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、

情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行う

ことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、 仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲裁の組織
締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報

について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争

告に記載する。

当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争

２

を付託することができる。

国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への

の地位委員会に送付する。
第二十二条 専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関する

加入の際に、１の規定に拘束されない旨を宣言することができ

この条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利

る。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係に

を有する。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある

おいて１の規定に拘束されない。

事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請 ３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総
長にあてた通告により、いつでもその留保を撤回することがで

することができる。

きる。
第三十条 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、

第六部

ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総

第二十三条 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規

長に寄託する。

定であって男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼ
すものではない。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署

(a) 締約国の法令

名した。

(b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定
第二十四条 締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完
全な実現を達成するためのすべての必要な措置をとることを約
束する。
第二十五条
１ この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
２ 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。
３ この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合
事務総長に寄託する。
４ この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。
加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行
う。
第二十六条
１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通
告により、いつでもこの条約の改正を要請することができる。
２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があるとき
は、その措置を決定する。
第二十七条
１ この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務総
長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
２ この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後に
批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄
託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
第二十八条
１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書
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○ 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理
及び人権侵害における被害者の救済に関するシステム
の充実・強化について
（平成 14 年 10 月 17 日男女共同参画会議意見決定）

知する等の措置が講じられている。
これまでもこうした仕組みを通じて、保育業務に従事する男
性に対応した資格名称の見直し、学校における男女別名簿の見
直しなど、制度面や業務運営面で改善が図られた例がある。

男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び人権侵害 ２．施策についての苦情の処理に関する取組の推進方策
における被害者の救済に関するシステムの充実・強化に向けた意 （１）苦情処理体制の枠組みの構築と関係機関の連携・協力体制
の強化

見

① 国民のあらゆるレベルにおける施策についての苦情や意見を
男女共同参画会議は、男女共同参画に関する施策についての苦

幅広く吸い上げ、必要に応じ施策の改善につなげていくために

情の処理及び人権侵害における被害者の救済に関するシステムの

は、既存の苦情処理制度のほか、様々な関係機関を念頭に置い

充実・強化に向けて、今後、関係者が取組を推進する上で重要だと

た多様な仕組みを作っておくことが重要である。このため、施

考えられる事項について、男女共同参画社会基本法第 22 条第３号

策についての苦情の処理や男女共同参画社会の形成の促進に関

の規定に基づき、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、以下の意

する各種相談・情報提供等を行う関係機関のネットワークを強

見を述べるものである。

化しつつ、苦情処理体制を充実させるべきである。この場合、男
女共同参画会議が積極的な役割を果たすべきである。
また、国においては行政相談制度等の制度が存在しているこ

Ⅰ．施策についての苦情の処理
１．施策についての苦情の処理に関する制度の現状

と、国民に身近な場で相談に応じていく必要があること等の観

① 国においては、各府省が自らの行政分野について苦情を受け

点を考慮し、施策についての苦情の処理に関して既存制度の運

付け、対応するという機能を本来的に有している。また、第三者

用の改善を図り、積極的に活用していくことが重要である。

② 男女共同参画に関する問題は、長年にわたる固定的な性別役
によるあっせん等の仕組みとして総務省の行政相談制度がある。
これは、総務省行政評価局・管区行政評価（支）局・行政評価事

割分担意識の浸透等により、苦情として顕在化されにくいとい

務所において国の行政機関等の業務に関する苦情や意見・要望

う面がある。また、現実の相談窓口では個々の人権侵害におけ

を受け付け、関係行政機関等にあっせんを行い、その解決を促

る被害者の救済という側面と施策についての苦情という側面が

進するとともに、苦情相談の身近な窓口として総務大臣より委

渾然とした形で出てくることも多い。

嘱された行政相談委員（全国約５千人）において、苦情の相談を

このため、まず、男女共同参画の視点から問題を発掘し、適

受けて申出人に必要な助言を行い、関係行政機関等にその苦情

切に振り分けをしていく間口の広い相談機能がすべての市町村

を通知するほか、管区行政評価（支）局・行政評価事務所と連絡

の単位に確保されていくことが必要である。この相談機関にお

をとりつつ、その解決の促進を図るものである。

いては、男女共同参画に関連する問題を取り扱うということを

② 住民に身近な行政を担う地方公共団体においては、男女共同

明示し、国民に十分周知するとともに、問題を適切につないで

参画推進条例制定の動きとあいまって、当該地方公共団体が実

いけるよう関係機関とのネットワークを構築することが重要で

施する施策についての苦情処理体制を整備する動きが出てきて

ある。

おり、主として当該地方公共団体の施策についての苦情が取り ③ 地方公共団体においては、当該地方公共団体が実施する施策
扱われている。具体的には、既存の審議会を活用するところ、施

についての苦情処理機能が確保されつつあるところであり、今

策についての苦情の処理を担当する職員又は相談室を本庁・地

後とも取組の推進が重要である。

方公所・女性センター（男女共同参画センター）等の施設に配置

この場合、男女共同参画の視点から幅広い住民を対象に総合

しているところ、行政全般に対する苦情処理を取り扱うところ

的な相談に応じてきた女性センター（男女共同参画センター）

に加えて、新たに第三者的立場から一定の権限を持って施策に

等を設置している地方公共団体においては、これを積極的に活

ついての苦情の処理を行う機関を設置したところなど、地域の

用することが重要である。具体的には、これを第一次的な総合

実情に照らして積極的かつ多様な手法が講じられつつある。

相談の窓口として国又は地方公共団体の苦情処理窓口に案件を

③ 具体的には、施策についての苦情の処理に当たる機関におい

適切につないでいけるようにすることが必要である。また、地

て、苦情を有する個人又は団体からの申出により受け付けられ

域の社会資源の状況、当該センターの機能や実績等を踏まえつ

た苦情について、申出人から事情を聴取した上で、その機関が、

つ、これを単に相談窓口としてではなく、地方公共団体の苦情

ア）当該施策を実施する機関であれば、申出人に対して施策の

処理機関として位置付ける等、その役割を明確にすることが必

内容や苦情への対応方針等について説明し、必要に応じて施策

要である。苦情の処理に際し、関係機関間の円滑な調整を図る

を改善する、イ）第三者的立場から施策についての苦情の処理

上で必要な場合には、地方公共団体の男女共同参画担当部署が

を行う機関であれば、裁判所において判決のあった事案、裁判

調整の役割を果たすことが重要である。

所に係属中の事案、不服申立ての審理中の事案等一定の場合を

このため、地方公共団体ごとに、施策についての苦情の処理

除き、実情把握により申出に理由があると認めたときは、関係

について中核的な役割を果たし得る機関として何がふさわしい

行政機関にあっせん又は勧告・助言し、その結果を申出人に通

か十分に議論を深めた上で、当該機関及びその権限等を条例等
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で明確にすることにより、実効性を担保できるような苦情処理

女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項等について調査

の仕組みを構築することが期待される。

審議し、必要があると認められるときは、内閣総理大臣及び関

④ 施策についての苦情は広範・多岐にわたることから、苦情を

係各大臣に対し意見を述べるという本来機能を発揮することに

受け付けた窓口が、所管外の事案や複数の行政機関に関わる事

より、政府部内で国民からの苦情・意見等を踏まえた施策の改

案などについて適切な対応ができる苦情処理窓口に移送し、円

善について総合的な取組が推進されるよう、その役割を果たす

滑な対応が可能となるよう、行政相談制度等国の制度と地方公

べきである。

共団体が設置する苦情処理機関相互の一層の緊密な連携・協力

このため、苦情処理・監視専門調査会においては、苦情内容

体制の確保が必要である。異なる機関で苦情の処理に従事する

が苦情処理制度を通じ施策の改善に適切に反映されているかど

者が合同で研修を受講できるような場を確保することも連携強

うかを注視していくための体制を早急に整備すべきである。
（注）男女共同参画会議が直接当事者として苦情の具体的案件を

化策のひとつとして有用である。
⑤ 地域の苦情処理窓口が、国民に理解しやすい形で周知される
ようにするため、国と地方公共団体の関係機関が協力し、適切

処理することは、男女共同参画社会基本法、内閣府設置法等
の現行法上できない。

な方策を講じることが必要である。この場合、苦情処理窓口の ⑨ 苦情処理体制の充実に関しては、まずは、上記のような取組の
電話帳、ホームページ等への掲載、男女共同参画に関連する活

推進方策を着実に実施していくことが必要である。その後、そ

動を行っている民間団体への働きかけ等地域のネットワークを

の効果を見極めつつ必要があると認めるときは、我が国の実情

活用したきめ細かな広報活動を行うとともに、テレビでの啓発

に適したオンブズパーソン的機能を果たす新しい体制について

ＣＭの提供等影響力の大きい手法による広報についても検討す

調査・研究を行うことが課題となる。

ることが必要である。
さらに、国民が苦情処理機関を有効に活用していくためには、（２）施策についての苦情の処理に従事する者の知識・技能の向
男女共同参画に対する意識の高まりが不可欠である。何が施策

上及び活動の活性化

についての苦情に該当するのか事例を示すことにより、国民に ① 施策についての苦情の処理に従事する者には、男女共同参画
対し、男女共同参画の視点について啓発することも重要な課題

に関する問題が長年にわたる固定的な性別役割分担意識の浸透

である。

等により、苦情として顕在化されにくいという面を考慮すると、

⑥ 施策を実施する各府省においては、自ら苦情を受け付けるこ
とはもとより、総務省の行政相談制度における苦情解決のあっ
せん等の仕組みを通じて、施策についての苦情や意見を幅広く

男女共同参画に関する課題について高い問題意識や感受性が求
められる。
特に、住民に最も身近な局面で相談を受け付ける者において、

吸い上げ、これを施策の改善に適切に反映するよう、積極的な

このような特性が期待されるところであり、このことは同時に

対応を図ることが必要である。また、各府省の男女共同参画担

潜在化された問題の発掘にも資することになる。

当部署においては、必要に応じ、当該施策を担当する部署に対

このため、一次的な相談に当たる者も含め、広く施策につい

し、施策についての苦情の処理に関し、男女共同参画の観点か

ての苦情の処理に従事する者を対象に、男女共同参画に関する

ら助言することが望ましい。

諸課題について理解を深める研修の機会や情報提供の場を積極

⑦ 施策についての苦情の処理に当たる機関においては、ア）苦
情を申し立てることのできる窓口について国民への周知を徹底

的に設けることにより、この面についての知識・技能の向上が
不断に図られるようにすることが必要である。

すること、イ）受付に際して、文書、電話、インターネット等多

また、地方公共団体の苦情処理機関等において、これらの者

様な手段を活用できるよう配慮する等、国民が利用しやすい方

が非常勤であることをもって研修を受講する機会が乏しくなる

法を講じること、ウ）迅速な解決を図るよう努めること、エ）受

ことのないよう十分な配慮が必要である。さらに、中長期的な

け付けた苦情が処理の途中段階で滞らないように最終段階まで

視点から各機関において専門的な人材が育つような雇用システ

責任を持って対応し、処理結果について申立人に対する説明責

ム・処遇が確保されるよう、地域の実情により配慮されること

任を果たすこと、オ）苦情の適正な処理と国民の信頼性の確保

が必要である。

に資するため、処理方針・手続を明確にすること、カ）苦情の受 ② 男女共同参画に関する研修については、カリキュラムの内容
付・処理状況に関する情報を収集・整理すること等により、苦情

を工夫し、初心者向け研修と実務経験の豊富な者を対象とする

処理体制の充実を図ることが必要である。

研修を別建てにするなど受講者のレベルに配慮して実施するこ

⑧ 男女共同参画会議においては、総務省の行政相談制度及び各

とが必要である。

府省において苦情を受け付ける行政相談の窓口に寄せられた施 ③ 行政相談委員については、女性委員の積極的な委嘱を進める
策についての苦情内容の傾向及び施策改善への反映の状況や、

とともに、都道府県域など一定の圏域ごとに男女共同参画に関

地方公共団体の男女共同参画担当部署又は施策についての苦情

する高い識見を有する者が確保されるよう、例えば、女性セン

の処理を行う機関等に寄せられた苦情内容の動向等について情

ター（男女共同参画センター）
、女性団体、男女共同参画に関す

報を得ることにより、苦情内容等の情報を定期的に把握するた

る専門相談機関等で相談等の活動に携わった経験豊富な者に委

めのシステムを様々な情報手段を活用しつつ構築すべきである。 嘱する専門委員制度等が必要である。
また、男女共同参画会議は、これらの情報を活用しつつ、男 ④ 国においては、何が施策についての苦情に該当するかという
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事例、苦情解決に当たっての視点や方法論などを内容とする「苦
情処理ガイドブック」を早急に作成し、周知すべきである。この ２．人権侵害における被害者の救済に関する取組の推進方策
場合、女性センター（男女共同参画センター）の相談事業がこれ （１）被害者救済に関わる各種機関の連携強化と地域における効
まで蓄積した問題解決の手法、男女共同参画に関連する活動を

果的な支援体制の構築

行っているＮＰＯ等民間団体の経験や知見、先行する地方公共 ① 男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害の態
団体の苦情処理機関の取組から出てきた課題、男女共同参画会

様は様々であり、被害者救済に関わる多種多様な機関がその有

議の調査審議の成果等も紹介すべきである。

する専門知識・技術、権限等に基づき支援を行っている。被害者

また、このガイドブックは、施策についての苦情の処理に従

救済に当たっては、その被害者が必要とする支援の内容に照ら

事する者にとどまらず、被害者救済に関わる者も含めて、男女

し、効果的な手段を有する機関がその機能を最大限に発揮して

共同参画に関する課題について高い問題意識や感受性を醸成し

いくことが基本となる。さらに、男女共同参画に関する問題が

ていくために広く活用されていくことが重要である。

複雑化しつつあり、被害者救済のためには様々な解決手段を要
するケースが増えていることから、今後、被害者救済に関わる

Ⅱ．人権侵害における被害者の救済

各種機関の一層の連携強化を図り、地域において効果的な支援

１．被害者救済制度の現状

体制を構築するための取組が必要である。

① 人権が侵害された場合の被害者救済制度としては、裁判所を

このため、都道府県等の単位で被害者救済に関わる国・地方

通じて得られる司法的救済や、行政機関が関与する各種の救済

公共団体の各種機関、民間団体等による連絡協議会を設置し、

手段がある。人権侵害一般に関して、法務省人権擁護局、法務

男女共同参画に関する最新の課題、人権侵害の状況、処理困難

局・地方法務局及びその支局並びに法務大臣により委嘱される

事例に係る解決手法などの情報を共有することなどが重要であ

人権擁護委員（全国約１万４千人）から構成される人権擁護機

る。これにより、関係機関全体のレベルアップを図るとともに、

関における人権相談や、人権侵害の内容に応じて、国の行政機

相互のパイプを太くすることが必要である。また、異なる機関

関及び地方公共団体による様々な救済手段が講じられている。

で被害者救済に関わる者が合同で研修を受講できるような場を

② 平成 12 年におけるストーカー行為等の規制等に関する法律、 確保することも連携強化策のひとつとして有用である。
児童虐待の防止等に関する法律の制定、平成 13 年における配偶 ② 上記連絡協議会も活用しつつ、関係機関の協力の上、地域ご
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の制定など

とに人権侵害に関する相談窓口について、住民に理解しやすい

の立法措置により、近年、法規制の強化と救済措置の充実が図

形で周知されるような方策を講じることが必要である。この場

られている。

合、相談窓口の電話帳、ホームページ等への掲載、男女共同参画

③ また、政府は、国家行政組織法第３条第２項に基づく独立の

に関連する活動を行っている民間団体への働きかけ等地域のネ

行政委員会として人権委員会を設け、これを担い手とする新た

ットワークを活用したきめ細かな広報活動を行うとともに、テ

な人権救済制度を創設する人権擁護法案を、平成 14 年 3 月、第

レビでの啓発ＣＭの提供等影響力の大きい手法による広報につ

154 回国会に提出したが、同国会で継続審査となっている。

いても検討することが必要である。

④ 人権委員会では、委員長、委員は職権行使の独立性を保障さ ③ 関係機関の連携強化について、国と地方公共団体が協力して
れ、事務局及びその地方組織を設置することとされており、ま

その環境整備を図っていくことが必要であるが、地域の実情に

た、人権擁護委員は人権委員会の指揮監督下に置かれることと

応じた具体的な連携方策の検討に当たっては、都道府県・政令

されている。

指定都市の男女共同参画担当部署が中心的な役割を果たしてい

新たな人権救済制度としては、人権侵害一般について、相談

くことが重要である。

に応じ、任意の調査を行い、助言、指導、調整等の救済措置を ④ 被害者の最終的な自立支援を図るには一つの機関のみでは解
講ずる一般救済手続のほか、ア）一定類型の差別的取扱い、虐

決できない複合的な問題を抱えるケースも多い。このため、ケ

待等の人権侵害について、過料の制裁を伴う調査権限を行使し、 ースワーク技術について力量のある相談機関において、被害者
調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助（資料提供・訴訟参加）に

の自立支援の観点から生活全般にわたる総合的なケースマネジ

よる救済措置を講ずる、イ）報道機関による犯罪被害者等に対

メントを行い、カウンセリングを含む必要な支援が適切に確保

する報道によるプライバシー侵害等について、報道機関等によ

されるようフォローし、必要に応じ、関係機関との調整を図る

る自主的な取組に配慮しつつ、任意の調査を行い、ア）と同様

という機能が求められる。

の救済措置を講ずる、ウ）差別助長行為等について過料の制裁

こうした機能については、具体的に地域の実情に照らし、ど

を伴う調査権限を行使し、勧告・公表、訴訟による差止めの救

のような方策が確保され得るのか、ケースマネジメントを行う

済措置を講ずるといった特別救済手続が整備されることとなる。 人材をどのように養成するのか等の課題がある。その手法等に
なお、雇用における差別的取扱い等については、厚生労働大

ついて、既に社会福祉分野で発展してきたところを参考に調査

臣（船員に関するものについては国土交通大臣。以下同じ。
）も

研究を進め、その成果を踏まえて実施することが必要である。

一般救済手続を行い、特別救済手続のうち過料の制裁を伴う調 ⑤ 身近なところで、被害者が適切な機関にアクセスできるよう
査権限及び調停、仲裁、勧告・公表、資料提供の救済措置は厚

な情報の提供を確実に行う総合相談の場の確保が求められてお

生労働大臣が行うこととされている。

り、市町村段階まで視野に入れた機能の整備が必要である。
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実施することが必要である。

この場合、男女共同参画の視点から幅広い住民を対象に総合

的な相談に応じてきた女性センター（男女共同参画センター） ③ 被害者に対する適切な対応や配偶者暴力防止法第６条に基づ
等を設置している地方公共団体においては、これを積極的に活

く医療関係者の適切な通報について、医療関係者の理解を深め

用することが必要である。具体的には、これを第一次的な総合

るなど、これから被害者の救済に携わることになる専門職の教

相談の窓口として適切な被害者救済機関につないでいけるよう

育・養成機関における取組も重要である。
④ 人権擁護委員は、男女共同参画社会の形成を阻害する要因に

にすることが必要である。
また、被害者は無力化した状態にあることが多いこと、精神
的・身体的・知的障害を有する者もいることから、被害者が適

よる人権侵害についての把握や相談等の活動を行ってきたが、
今後も一層積極的な役割を果たすべきである。

切な救済機関にアクセスする際に同行するサービス、後見的立

このため、男女共同参画に関する問題に的確に対応できるよ

場から各種制度の利用を援助するサービス等、きめ細かな支援

う、女性委員の積極的な委嘱を進めるとともに、例えば、女性

も求められている。このため、ボランティアも含めた民間団体

センター（男女共同参画センター）
、男女共同参画に関する専門

と行政機関の連携強化を視野に入れ、地域ごとに具体的な方策

相談機関等において相談に携わった経験豊富な者等男女共同参

について検討することが必要である。

画に関する高い識見を有する者が委嘱されるよう選任過程にお

⑥ 配偶者からの暴力の被害者救済については、平成 14 年４月に

いて配慮する等、適任者を確保するための工夫が必要である。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成

さらに、人権擁護委員協議会等に設置されている男女共同参画

13 年法律第 31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。
）が完全

社会推進委員会等の活動の促進、専門委員制度の活用等により、

施行され、配偶者暴力相談支援センターを中心に地域の支援体

男女共同参画に関わる活動の活性化を高めることが必要である。

制が構築されたところである。
施策の推進に当たっては、地方公共団体の区域を越えた広域 （３）人権侵害における被害者救済と施策についての苦情の処理
との関係

的な支援が必要に応じて講じられるよう関係機関間の連携を強

化することが重要である。また、当面の緊急避難的な救済だけ ① 現実の相談窓口には、個々の人権侵害における被害者の救済
でなく、被害者の自立が展望できるところまでを救済と捉えた

という側面と施策についての苦情という側面が渾然一体とした

上で、児童など被扶養者を含めた支援、法的援助、生活の場の

形で出てくるケースが多く、適切な振り分けが必要となる。被

確保、経済的な自立支援等の各種支援が適切な時期に円滑に講

害者救済の取組の過程で、施策の改善に反映させていくことが

じられるような手法について、民間団体との連携を図りつつ、

適当であるケースが発見されることもある。このため、地方公

検討を進めていくことが重要である。

共団体によっては、これらについて同一の窓口を設けていると
ころもある。
こうしたことから、被害者救済に関わる機関の連絡体制を強

（２）被害者救済に関わる者の知識・技能の向上及び活動の活性

化する場合には苦情処理機関の参加も求めて連絡調整の場を設

化
① 長年にわたる固定的な性別役割分担意識の浸透等により、当
事者自身の認識が不十分であることが問題の発掘を妨げている

けること等により、男女共同参画に関わる情報が共有できるよ
うにすべきである。

ことが多いこと、相談を受ける過程で二次被害の問題があるこ ② 地域における被害者救済の取組の中で出てきた施策に対する
様々な意見について情報収集に努め、必要に応じて、施策の改

とが指摘されている。
このため、幅広く対人援助に携わる者には男女共同参画に対

善に努めていくことが重要であり、Ⅰ．２．
（１）で述べたとお

する意識や人権意識の醸成、援助技術の向上に関する研修の機

り、各府省及び男女共同参画会議が積極的にその役割を果たし

会を設けるなど、その知識・技能の向上が不断に図られるよう

ていくことが必要である。

にすべきである。
また、地方公共団体の被害者救済に関わる機関等において、こ ○
れらの者が非常勤であることをもって研修を受講する機会が乏
しくなることのないよう十分な配慮が必要である。さらに、中
長期的視点から各機関において専門的な人材が育つような雇用
システム・処遇が確保されるよう、地域の実情により配慮がな
されることが必要である。
② 男女共同参画に関する研修については、事例研究が可能とな
るよう研修教材の整備を図るとともに、被害者の家族、地域、職
場等への対処方法やどのような専門機関につないでいくか等の
具体的な方法論について関係者が精通することができるように
することを念頭に置いて実施する必要がある。また、カリキュ
ラムの内容を工夫し、初心者向け研修と実務経験の豊富な者を
対象とする研修を別建てにするなど受講者のレベルに配慮して
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