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船 橋 市 



    はじめにはじめにはじめにはじめに    

     

 本市では、「生き生きとしたふれあいの都市・ふな 

ばし」をまちづくりの目標として掲げております。 

 その実現のためには、性別に関係なく、すべての 

市民がひとりの人間として尊重され、お互いの個性を 

認め合い、支えあいながらそれぞれが生きがいをもって暮らすことができる男女

共同参画社会を構築していくことが必要であります。 

 平成１１年に男女共同参画社会基本法が国で制定されたことにより、船橋市で

は市民の皆様からのご提言やご意見をいただきながら、平成１３年に船橋市男女

共同参画計画「えふｆｆｆｆプラン」を策定し、男女共同参画社会の実現を目指し事業を

推進してまいりました。 

 現行計画が平成２３年度で終了することから、社会経済情勢の変化による新た

な課題への対応や、今後も引き続き取り組んでいかなければならない課題に対応

するため、第２次船橋市男女共同参画計画「えふｆｆｆｆプラン」を策定いたしました。 

この計画を推進するにあたっては、市民一人ひとりがその必要性を理解し、市

民、地域、企業、行政が一丸となって取り組んでいくことが大切です。今後も皆

様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

終わりに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました船橋市男女共

同参画推進委員会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました市

民の皆様に心からお礼申し上げますとともに、男女共同参画社会の実現に向けて

一人でも多くの市民の皆様が参画していただけることを願っております。 

  

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月    

                 船橋市長 藤 代 孝 七 
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ⅠⅠⅠⅠ    計画計画計画計画のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

    

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

本市では、男女が互いにその人権を尊重しつつ、ともに責任も分かち合い、

男性も女性も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

現を目指しています。 

平成１３年３月には、平成１１年に制定された「男女共同参画社会基本法」

を受け、国や県の計画を参考に「船橋市男女共同参画計画」（ｆプラン）を策定

し、男女共同参画社会の形成のために、現在まで、総合的・計画的に様々な施

策を実施してまいりました。 

男女共同参画社会基本法制定から１２年間で、法的にも、制度的にも整備さ

れ、また、現行計画に基づく各種事業の実施により、ある程度の効果は見られ

るものの、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来、家族や地域社会の変化、

経済の長期的低迷と閉塞感の高まりなど、社会情勢や経済社会の男女共同参画

を取り巻く環境は大きく変化しており、男女の社会における活動や個人の生き

方が多様化する中で、男女平等意識がいまだに浸透していないのが現状です。  

また、政策・方針決定の場への女性の参画促進や女性に対する人権侵害の改

善など、今後も継続的に取り組んでいかなければならない課題は数多く残って

おり、今後男女共同参画社会の形成をより推進していくためには、これらの現

状と課題を把握するとともに、喫緊の課題として取り上げ、段階的に進めてい

く必要があります。 

本市では、現行計画の取組の成果を踏まえ、これらの状況に対応するため、

第２次船橋市男女共同参画計画を策定するものです。 

    

    

２２２２    計画計画計画計画のののの性格性格性格性格    

（１）この計画は、「男女共同参画社会基本法」において策定が市町村の努力義

務とされている計画であり、本市における男女共同参画社会の形成を促進

するための基本となる計画です。 

（２）この計画は「船橋市総合計画」や本市の関連諸計画との整合性を図りな

がら、本市における男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進していくための計画です。 
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３３３３    計画計画計画計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念    

 

「生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」のまちづくりの実現に向けた、

「男女共同参画の船橋」を目指し前期計画同様、次の柱を基本理念とします。 

 

（１）男女平等と人権の尊重 

男女共同参画社会の根底をなすのは、日本国憲法にうたわれた人権の尊重は

いうまでもありません。これまで男女共同参画社会の形成のために、総合的・

計画的に様々な施策を実施したことにより、様々な場面で平等が促進されてき

ていますが、まだまだ、男女平等意識が浸透しておらず、また、固定的性別役

割分担意識（注１）についてはまだ根強く意識として残っていることから、より

一層啓発に努め、それらを解消する必要があります。 

また、特に女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女平等参画社会を

形成していく上で克服すべき重要課題であることから、暴力を容認しない社会

認識の徹底等根絶のための基盤をつくるとともに、防止対策や被害者支援など、

女性に対する暴力の様々な形態に応じた根絶のための幅広い取組を総合的に

推進することが必要です。 

 

（２）政策立案、方針決定の場への男女共同参画 

男女共同参画社会の実現にあたっては、あらゆる場において男女が参画し、

責任を担っていくことが必要となっています。 

今まで総合的・計画的な施策の実施により女性の割合は徐々に増えてきては

いるものの、各分野における女性の比率は依然として低い状況にあります。 

政策･方針決定の場への女性の参画を促進するためには、男女の意識改革、

女性への積極的な機会提供の取組、仕事と生活の調和の推進も含めた環境整備

が、ますます重要となりますので、関係機関との連携による啓発活動を実施す

る必要があります。 

 

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

（注１）：Ｐ2６注釈用語解説参照 
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（３）家庭生活と社会生活の両立 

少子高齢化が進む中、男女が生き生きと安心して暮らすためには、仕事と子

育てや介護を両立できる働き方の普及を図り、子育てや介護への社会的な支援

を充実させるとともに、暮らしやすい活力ある地域社会をつくるため、家庭生

活・地域活動への参画を促進していくことも必要です。 

男女がともに家庭生活と社会生活とを両立させるため、仕事と生活の調和の

重要性を広く周知するとともに、多様な働き方、育児･介護をはじめとする、

行政としてでき得る様々な取組が求められています。 

 

 

４４４４    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    （（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度））））    

 

男女共同参画に関する世の中のめまぐるしい変化に対応し、市として特に取

り組んでいかなければならない喫緊の課題に絞った現実的かつ実効性のある計

画とするため、計画期間を５年間としました。 

計画の実施状況等について検証を行い、必要に応じて見直しを行うとともに、

その時点での課題を次期計画に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ⅱ．基 本 計 画 
✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 
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ⅡⅡⅡⅡ    基本計画基本計画基本計画基本計画    

【【【【施策施策施策施策のののの体系体系体系体系】】】】    

    （（（（課課課課    題題題題））））                                （（（（方方方方    針針針針））））                            （（（（方方方方    策策策策））））    

 

      Ⅰ．男女が多様な生き方を        １．男女共同参画の視点      ①男女平等意識の浸透 

        選択できる社会の創造       に立った制度・慣行 ②家庭や地域社会における男女平等に 

の見直し           関する教育・学習の推進、啓発 

  

                      ２．家庭・地域において      ①子育て支援の充実 

                        共同参画できる支援      ②介護支援の充実 

                        の充実             ③地域活動への参画促進 

 

                      ３．男女が平等な働き方      ①労働の場における男女平等の推進 

                        ができる社会の実現      ②女性の再就職支援 

                                      ③多様な働き方を可能にする各種制度の 

                                       周知徹底 

                                                 

                      ４．仕事と生活の調和        ①企業等への仕事と生活の調和の啓発 

                        （ワーク・ライフ・     ②個人への仕事と生活の調和の推進 

                        バランス）の推進 

 

     Ⅱ．男女がともに政策・     １．政策・方針決定過程への      ①審議会等への女性の参画の拡大 

       方針決定の場へ参画      女性の参画の促進          ②企業や行政等における女性管理職の 

       し、両者の意思が反                       拡大 

       映された社会の実現                      ③町会・自治会等役員への女性の参画 

                                       の促進 

 

     Ⅲ．女性と男性の間に生    １．配偶者等からの暴力の       ①相談体制の充実 

       じる暴力の根絶         被害者に対する支援        ②被害者救済と自立への支援 

                                     ③関係機関との連携 

 

                    ２．女性と男性の間に生じる     ①新たな加害者・被害者を生みださない 

                       暴力を許さない環境づくり     ための予防啓発 

                                     ②セクシュアル・ハラスメントの防止 

                                     ③若年層を対象とするＤＶ予防啓発 

 

     計画計画計画計画のののの総合的総合的総合的総合的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな推進推進推進推進（計画の進行管理）  

人
権
が
尊
重
さ
れ
、
男
女
が
平
等
で
あ
る
社
会
の
推
進 
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課題課題課題課題ⅠⅠⅠⅠ    男女男女男女男女がががが多様多様多様多様なななな生生生生きききき方方方方をををを選択選択選択選択できるできるできるできる社会社会社会社会のののの創造創造創造創造    

 

男女共同参画社会を実現するためには、男女がともに自立して個性と能力が発揮

でき、自らの生き方を選択できる社会でなければなりません。 

固定的性別役割分担意識（注１）を解消し、男女の人権が尊重され、個人が尊厳を

持って生きることができる社会の形成を促進するため、家庭・地域・職場等社会の

あらゆる分野において、男女平等意識を高める教育・学習の充実を図ることが必要

です。 

 

 

《方針１ 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し》 

 

男女共同参画社会の形成における大きな障害の一つでもある、固定化された性別

による役割分担を見直すとともに、性別や年齢に関わりなくあらゆる人々が一番身

近な家庭・地域社会において、男女共同参画の意義や必要性に共感できるよう、そ

の理念を正しく広めていきます。 

 

【方策１１１１】男女平等意識の浸透 

 

男女の置かれている状況を客観的に把握するとともに、人権への理解を深めるた

めの啓発活動を行うことによって、男女平等意識の浸透を図ります。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

１ 男女平等に関する啓発活動の充実 固定的性別役割分担意識解消のための広報、啓発

活動を行う。 

２ 男女共同参画に関する情報の収

集・提供 

男女平等に関する調査を実施するとともに、情報

等を収集し、広く市民に提供する。 

 

 

 

 

 

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

（注１）：Ｐ２６注釈用語解説参照 
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社会全体社会全体社会全体社会全体におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感    

 
内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年）, 

船橋市市民アンケート調査（平成２０年）から作成 

 

「「「「男男男男はははは仕事仕事仕事仕事、、、、女女女女はははは家庭家庭家庭家庭」」」」についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方    

 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年）, 

船橋市市民アンケート調査（平成２０年）から作成 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

◇内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」…全国２０歳以上の男女、無作為抽出 5,000 人 

◇内閣府「仕事と生活の調和と最近の経済情勢の影響に関する意識調査」 

 …全国２０歳以上６０歳未満の男女、性年齢別人口構成比で割付 2,500 人、インターネット調査

◇男女共同参画市民アンケート…船橋市全域２０歳以上の男女、住民基本台帳からの無作為抽出 

   500 人、男女共同参画に関する単独アンケート 

◇市民意識調査…船橋市全域２０歳以上の男女、住民基本台帳からの無作為抽出 3,000 人、 

        市民の声を聞く課による調査項目の一部分 

全体 

男性 

女性 

全体 

男性 

女性 

（無回答） 

（無回答） 
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【方策２２２２】家庭や地域社会における男女平等に関する教育・学習の推進、啓発 

 

男女がそれぞれの人生の段階に応じて、主体的に多様な生き方を選択できるよう、

子育て中の親やこれから親となる人たちへ、家庭における男女平等に関する学習機

会の提供や地域社会における性別に基づく分担意識の解消のための意識啓発に努

めます。 

事 業 名 事 業 概 要 

３ 家庭における男女平等の推進 家庭における男女平等意識の浸透を図るため、学習

機会の提供と啓発活動に努める。 

４ 地域における男女平等の推進 地域における男女平等意識の浸透を図るため、学習

機会の提供と啓発活動に努める。 

 

家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感    

 
 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年）、 

船橋市市民アンケート調査（平成２０年）から作成 

 

地域活動地域活動地域活動地域活動のののの場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感    

 

 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年）、 
船橋市市民アンケート調査（平成２０年）から作成 
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《方針２ 家庭・地域において共同参画できる支援の充実》 

 

人間関係の希薄化や家族形態の変化等社会の変化に柔軟に対応し、誰もが役割と

責任を果たしながら、活躍できる地域社会を形成していくことが重要です。住み慣

れたまちで皆が安心して暮らして行けるように、男女がともに家庭生活や地域活動

に積極的に参画できる支援の充実に努めます。 

 

【方策１】子育て支援の充実 

 

子どもを持つ家庭において、子育ては家族の一員として男女がともに果たすべき

大切な役割です。今までは主に女性が担ってきた子育てについて、男女が協力して

進めていくための学習機会を提供するとともに、悩みや不安を抱える親に対しては、

孤立感や不安感を軽減するため、相談業務の充実を図ります。 

また、誰もが精神的なゆとりを持って、子育ての喜びや楽しさを感じながら安心

して子育てができるよう、地域や社会で子育て世代を支援していきます。 

    

事 業 名 事 業 概 要 

５ 男性の子育てへの参画の促進 子育てに関する情報・学習機会の提供や育児休業取

得に関する意識啓発等を行い、男性の子育てへの参

画を促進する。 

６ 相談業務の充実 子育てに関する相談業務の充実を図る。 

７ 多様な保育サービスの推進 安心して子育てができるよう、多様なニーズに対応

した保育サービスの充実を図る。 

８ 地域等における子育て支援の推進 子育て支援活動の拠点の充実を図るとともに、子ど

もを産み育てやすい環境を整える。 

    

    

【方策２】介護支援の充実 

 

高齢者や障害者（児）の介護のほとんどを女性が担ってきたこれまでの状況を見

直し、男女が協力して進めていくための学習機会の提供を行います。 

また、介護する人の孤立感、不安感及び負担感を軽減するため、相談業務の充実

を図るとともに、地域や社会で支援していく環境を整えていきます。 
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事 業 名 事 業 概 要 

９ 男性の介護への参画の促進 介護に関する情報・学習機会の提供や介護休業取得

に関する意識啓発等を行い、男性の介護への参画を

促進する。 

10 相談業務の充実 介護に関する相談業務の充実を図る。    

11 介護サービスの充実 安心して介護ができるよう、介護者への支援の充実

を図る。 

12 地域での支え合いの環境づくり 家族や地域が支え合い、安心して暮らせるよう、地

区社会福祉協議会を基盤とした環境づくりに努め

る。 

 

 

【方策３】地域活動への参画促進 

 

地域コミュニティは、人々にとって最も身近な暮らしの場でありながら、ライフ

スタイルが個人を中心としたものへ変化する中、地域の連帯感や相互扶助意識が希

薄なものとなっています。 

様々な地域活動において、男女共同参画の視点を持って、男女がともに地域の一

員として社会参画し、生き生きと暮らしていけるまちづくりを推進します。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

13 町会・自治会、ボランティア、Ｎ

ＰＯ等地域活動への男女共同参画

の促進 

町会・自治会、ボランティア、ＮＰＯ等の活動へ男

女がともに積極的に参画し、豊かな心で生きがいを

持って生活できるよう環境づくりに努める。    

 

 

 

《方針３ 男女が平等な働き方ができる社会の実現》 

 

 働きたい人が性別に関わりなく、その能力を十分に発揮することができる社会づ

くりは、経済社会の活力の源であるとともに自己実現につながるものでもあり、極

めて重要な意義を持っています。 

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を実現し、誰もが安心して

働ける環境づくりを推進します。 
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【方策１】労働の場における男女平等の推進 

 

男女の区別なく個性や能力に応じて働くことができるよう、雇用の機会と待遇の

均等の確保等について、企業・雇用主への啓発活動を行います。 

事 業 名 事 業 概 要 

14 雇用の機会と待遇の均等確保及び

職域の拡大 

様々な職域において、男女の区別なく均等に働くこ

とができるよう、企業・雇用主へ働きかける。。。。 

 

 

職場職場職場職場におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感 

 

 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年）、 
船橋市市民アンケート調査（平成２０年）から作成 

 

 

【方策２】女性の再就職支援 

 

結婚・出産等で多くの女性が仕事を辞めている現状があり、再就職するに当たっ

ては、希望条件と企業ニーズの違いなどから、女性を取り巻く環境は大変困難な状

況にあります。希望に沿った再就職ができるように支援を行います。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

15 情報及び職業能力開発機会の提供 結婚・出産等により離職した女性に対して、再就職

のための情報提供と適応力及び技能の養成のため

の学習機会を提供する。 
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【方策３】多様な働き方を可能にする各種制度の周知徹底 

        

従来の就労形態に捉われず、人生の各段階や生活に応じた多様な働き方を選択で

きることは、誰もが意欲を持って就業を継続することのできる社会の実現へつなが

ります。 

 男女がともに長期的な視野で自らの人生設計ができるよう、男女雇用機会均等法

をはじめ育児・介護休業法制度等各種の社会保障制度について、関係団体と連携を

図りながら、情報提供し周知に努めます。  

    

事 業 名 事 業 概 要 

16 各種法令・制度等の周知啓発 

    

企業・雇用主及び個人に対して、育児・介護休業、

短時間勤務、短時間正社員制度、短日数勤務、在宅

勤務等の多様な働き方についての情報提供や各種

社会保障制度の周知を図る。    

 

 

 

《方針４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進》 

 

仕事と生活の調和憲章・行動指針（注２）に基づき、男女一人ひとりが、仕事・

家庭生活・地域社会等で責任を果しながら多様な活動に参画するとともに、自ら

の能力を十分に発揮し、豊かさを実感できる社会を実現するため、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）は必要不可欠な課題です。 

今までの働き方を見直し、仕事と生活の調和を推進することは、個人生活の充

実のみならず企業にとっても経営効果をもたらすということを広めていかなけ

ればなりません。 

子育て・介護支援策との密接な連携を図りながら、仕事と生活の調和の推進に

向けた取組を行います。 

 

 

 

 

 

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

（注２）：Ｐ２６注釈用語解説参照    
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【方策１】企業等への仕事と生活の調和の啓発 

 

仕事と生活の調和は、優秀な人材確保、従業員の就労意欲の向上、業務の効率

化、多様な視点をビジネスに活用できるというメリットをもたらし、経営効果の

面からも注目をされています。企業等に向けて仕事と家庭の両立ができる職場環

境整備を進めていくよう働きかけます。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

17 企業等への啓発 仕事と生活の調和の必要性について、企業等への啓

発活動を行う。 

 

 

【方策２】個人への仕事と生活の調和の推進 

  

仕事と生活の調和は、人々の健康を維持し、趣味や学習、地域社会への参画等

を通じた自己実現を可能にするとともに、家族が安心して暮らし、責任を果たし

ていく上で重要です。特に、仕事中心であった多くの男性が様々なことへ参画で

きるよう社会的気運の醸成を図ります。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

18 個人への啓発 仕事と生活の調和について、情報と学習機会の提供

をする。 

19 子育て・介護の両立支援 仕事と子育てや介護が両立できるよう、支援の充実

に努める。    

 

 

「「「「仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和（（（（ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス）」）」）」）」のののの認知度認知度認知度認知度 

 

内閣府「仕事と生活の調和と最近の経済情勢の影響に関する意識調査（平成２１年）, 

船橋市市民アンケート調査（平成２０年）から作成 
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内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年）        船橋市市民アンケート調査（平成２０年） 

 

 

（％） 

希望希望希望希望 

現実現実現実現実 現実現実現実現実 

生活生活生活生活のののの中中中中でのでのでのでの優先度優先度優先度優先度 

「「「「国国国国」」」」 「「「「船橋市船橋市船橋市船橋市」」」」 

希望希望希望希望 

（％） 

（％） （％） 
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課題課題課題課題ⅡⅡⅡⅡ    男女男女男女男女がともにがともにがともにがともに政策政策政策政策・・・・方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へへへへ参画参画参画参画しししし、、、、両者両者両者両者のののの意意意意思思思思がががが反映反映反映反映されたされたされたされた        

社会社会社会社会のののの実現実現実現実現    

 

男女が積極的に意思決定過程に参画し、お互いに責任を担うとともに、多様な意

思が政策・方針決定に公平、公正に反映され、均等に利益を享受できる社会でなけ

ればなりません。 

そのような社会の実現に向けて、あらゆる分野において、男女が対等なパートナ

ーとして参画することにより、ともに能力を発揮し意見を反映できる環境づくりが

必要です。 

 

 

《方針１ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進》 

 

政策・方針決定過程へ男女がともに参画し、社会変化に対応することは重要です。 

しかし、女性の参画は様々な分野で進んできているとは言え、十分とは言えず、

未だに少ないのが現状です。  

企業、各種団体や組織等に対して、女性への積極的な機会提供の取組を促すなど、

これまで男性中心になりがちだった、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を推

進します。 

 

【方策１】審議会等への女性の参画の拡大 

 

市の審議会等において、幅広い専門分野からの女性の登用、受益者・消費者の立

場からの女性の登用等女性委員の割合を高める積極的な取組を進めます。 

    

事 業 名 事 業 概 要 

20 審議会等への女性の参画の促進 

       

市が設置する審議会等への女性の登用を積極的に

推進する。    
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審議会等審議会等審議会等審議会等へのへのへのへの女性登用状況女性登用状況女性登用状況女性登用状況（（（（船橋市船橋市船橋市船橋市））））    

 

 

 

【方策２】企業や行政等における女性管理職の拡大 

        

企業等における女性管理職の登用促進のため、女性の職域拡大や人材育成等につ

いて、積極的に取り組むよう働きかけます。 

また、市においても、政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため、同様

の取組を行います。          

 

事 業 名 事 業 概 要 

21 企業等における女性管理職の拡大 

 

現状を把握した上で、女性の積極的な登用に向けて

啓発活動を行う。 

    

22 行政における女性管理職の拡大 

 

市職場において、女性の職域拡大を行うとともに、

能力開発など人材育成に努める。 

    

 

（％） 

（年度） 
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【方策３】町会・自治会等役員への女性の参画の促進 

  

地域においては、高齢化や単身世帯の増加をはじめとする様々な変化の中で、地

域力を高め持続可能な社会を築くためにも、男女の積極的な参画が望まれます。 

 町会・自治会、各種市民活動団体等の組織に対して、男女の能力発揮がそれぞれ

の団体・組織及び地域の活性化につながるという認識の醸成を図るとともに、意思

決定過程への女性の参画を働きかけます。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

23 地域における団体・組織の意思決

定過程への女性の参画促進 

町会・自治会、各種市民活動団体等の活動において、

意思決定過程への女性の参画を働きかける。 
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課題課題課題課題ⅢⅢⅢⅢ    女性女性女性女性とととと男性男性男性男性のののの間間間間にににに生生生生じるじるじるじる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶    

 

個人の人権に対する重大かつ深刻な侵害である暴力の根絶は、男女共同参画社会

を形成していく上で克服すべき重要課題です。 

男女が平等でお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進めるため、暴力を容認

しない社会意識を醸成するための啓発を行うとともに、暴力の形態に応じた幅広い

取組を総合的に推進することが必要です。 

 

 

《方針１ 配偶者等からの暴力の被害者に対する支援》 

 

配偶者等からの暴力（ＤＶ（注３））は、犯罪となりうる重大な人権侵害であり、

同居する子ども等周囲にも重大な影響を及ぼします。 

ＤＶに関わる相談件数は、年々増加傾向にあり、配偶者等からの暴力の防止対策

や被害者支援を行います。 

 

【方策１】相談体制の充実 

 

被害者への相談窓口の周知を行い、相談しやすい体制づくりを通じて、被害の潜

在化を防止するとともに、問題の早期解決を図ります。 

    

事 業 名 事 業 概 要 

24 相談業務の充実 相談員の知識や能力の向上を図る等、相談業務を充

実させるとともに、市関係部署との連携を強化す

る。    

25 相談窓口の周知 啓発資料の作成や各種広報媒体を活用し、相談窓

口・相談機関の周知徹底を図る。 

    

    

    

    

    

    

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

（注３）：Ｐ２６注釈用語解説参照 
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ＤＶＤＶＤＶＤＶ相談件数相談件数相談件数相談件数のののの推移推移推移推移    

 

船橋市男女共同参画センター女性相談統計資料から 

 

【方策２】被害者救済と自立への支援 

被害者が安全で平穏な生活が送れるように、被害者の置かれた状況及び実情に応

じた助言や各種制度の情報提供を行うとともに、被害者の保護や自立に向けた支援

をさらに進めていきます。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

26 被害者の保護、支援 緊急時においては、警察や県の関係機関との連携の

もと、一時保護を行うとともに、社会的経済的な自

立及び精神的な回復に向けた支援を行う。 

 

 

【方策３】関係機関との連携 

 

ＤＶの早期発見及び被害者支援を行うため、関連の深い部署や機関との連携強化

を図る必要があります。今後は、民間団体も含めた広範に連携できる体制づくりを

進めていきます。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

27 関係機関との連携協力 被害者への的確な支援を行うため、「船橋市要保護

児童及びＤＶ対策地域協議会」を通じ、関係機関と

の緊密な連携を図る。 

28 民間団体等との連携 被害者支援を行う民間団体の実態把握に努めると

ともに、支援連携の仕組みについて検討する。 

（件） 
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《方針２ 女性と男性の間に生じる暴力を許さない環境づくり》 

 

人権侵害である暴力は、身体に対するものばかりではなく、精神的・経済的・性

的なものまで様々な形で社会に存在しています。それらの暴力の発生を防ぐための

環境づくりを推進します。 

 

【方策１】新たな加害者・被害者を生みださないための予防啓発 

 

様々な形で存在し得る暴力について、理解を深めるとともに、人権侵害であると

いう意識を高め、暴力のない社会となるよう予防啓発を進めます。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

29 暴力の根絶に向けた意識啓発 人権尊重の意識を高めるため、様々な機会や媒体を

通じて、暴力の加害者にも被害者にもならないよ

う、啓発活動を行うとともに、学習機会を提供する。 

30 暴力の発生を防ぐ環境づくり 男女の人権を侵害する暴力がないまちづくりを進

める。 

    

    

 

船橋市「市民意識調査報告書」（平成２１年度）から作成 

ＤＶＤＶＤＶＤＶにににについてのついてのついてのついての認知度認知度認知度認知度 
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【方策２】セクシュアル・ハラスメントの防止 

 

雇用、教育、医療等のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント（注

４）被害を未然に防止し、誰もが能力を発揮できるような良好な環境を確保できる

よう、意識啓発を進めます。 

 

事 業 名 事 業 概 要 

31 セクシュアル・ハラスメント防止

のための啓発 

セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深め、

あらゆる場においての被害防止に向けて、情報提供

や意識啓発に努める。 

 

 

【方策３】若年層を対象とするＤＶ予防啓発 

  

インターネットや携帯電話等の普及により、性に関する情報に触れる機会が増え

ている現代においては、親しい間柄にある若者の間の暴力が深刻な問題となってい

ます。異性間の暴力を根絶するために、若年層からの予防啓発の拡充を図ります。 

    

事 業 名 事 業 概 要 

32 ＤＶ予防啓発の推進 若者がＤＶについて考え、暴力を伴わない人間関係

を構築できるように、学習機会の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

（注４）：Ｐ２６注釈用語解説参照 
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（注１） 固定的性別役割分担意識とは、男女を問わず個人の能力等によって役

割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」、

「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性とい

う性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことです。 

 

 

（注２） 仕事と生活の調和憲章・行動指針とは、誰もが、仕事、家庭生活、地

域活動、個人の自己啓発等、様々な活動を自分の希望するバランスで実

現できるよう、国民的な取組の大きな方向性を示す「憲章」と、企業や

働く者等の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針を示す「行動

指針」を言い、平成１９年１２月に策定されました。 

 

 

（注３） ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者やパートナー等の

親密な関係にある人から受ける暴力のことで、身体的暴力だけでなく、精

神的・経済的・性的暴力等も含まれます。 

 

 

（注４） セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）とは、継続的な人間関係

において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言

動で、それは単に雇用関係にある者だけでなく、様々な生活の場で起こり

得るものです。それにより、就労や学習、研究の遂行に不利益を与えたり、

環境を悪化させるものです。 

 

 

 

 

 

 

注 釈 用 語 解 説 



 

 

 

 

 

 

Ⅲ．計画の総合的・効果的な推進 
✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 
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ⅢⅢⅢⅢ    計画計画計画計画のののの総合的総合的総合的総合的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな推進推進推進推進    

    

１１１１    計画計画計画計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制    

    

本計画は、学識経験者、関係団体、市民等で構成される「船橋市男女共同参

画推進委員会」及び関係する部署の課長で構成される「船橋市男女共同参画庁

内連絡協議会」において協議・検討し策定しました。 

男女共同参画社会の実現に向けた取組は非常に広範囲の分野にわたることか

ら、庁内関係部署との連携を図りながら、全庁的な施策の展開を図ることが重

要です。 

本計画を総合的かつ効果的に推進していくため、「船橋市男女共同参画庁内連

絡協議会」が中心となって、推進体制の強化を図るとともに、全庁的な取組を

進めます。また、アンケート調査等による市民からの意見、「船橋市男女共同参

画推進委員会」からの意見を取り入れながら、男女共同参画社会の実現に向け、

計画の推進に取り組みます。 

 

 

２２２２    計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理    

    

「船橋市男女共同参画庁内連絡協議会」を中心に全庁的な情報の共有と連携

を進めるとともに、推進状況の内部的な評価と検証ができるよう機能の強化を

図り、施策・事業の点検・見直しを行うなど、計画の進行管理に努めます。 

また、「船橋市男女共同参画推進委員会」においても、年度ごとに計画の進捗

状況についての点検・評価及びその後の取組の検討を行い、必要がある場合に

は計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◇  事 務 事 業 一 覧 ◇ 
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課題課題課題課題ⅠⅠⅠⅠ    男女男女男女男女がががが多様多様多様多様なななな生生生生きききき方方方方をををを選択選択選択選択できるできるできるできる社会社会社会社会のののの創造創造創造創造    

    

《方針１ 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し》 

    

【方策１１１１】男女平等意識の浸透 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

１ 男 女 平 等

に 関 す る

啓 発 活 動

の充実 

固定的性別役割

分担意識解消の

ための広報、啓発

活動を行う。 

・各種講座やイベント等の開催。（男女共同参画センター） 

・情報誌の発行。      （男女共同参画センター） 

・リーフレット等の配布。  （男女共同参画センター） 

２ 男 女 共 同

参 画 に 関

す る 情 報

の収集・提

供 

男女平等に関す

る調査を実施す

るとともに、情報

等を収集し、広く

市民に提供する。 

・情報図書コーナーの充実。 （男女共同参画センター） 

・アンケートの実施。    （男女共同参画センター） 

 

 

【方策２２２２】家庭や地域社会における男女平等に関する教育・学習の推進、啓発 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

３ 家 庭 に お

け る 男 女

平 等 の 推

進 

家庭における男

女平等意識の浸

透を図るため、学

習機会の提供と

啓発活動に努め

る。 

・家庭教育セミナーの開催。      （社会教育課） 

・家庭教育相談。           （社会教育課） 

・講座の開催。       （男女共同参画センター） 

４ 地 域 に お

け る 男 女

平 等 の 推

進 

地域における男

女平等意識の浸

透を図るため、学

習機会の提供と

啓発活動に努め

る。 

・公民館における各種講座の開催。   （社会教育課） 

・講座の開催。       （男女共同参画センター） 

 

 

 

 

 



 

 

- 34 - 

 

《方針２ 家庭・地域において共同参画できる支援の充実》 

 

【方策１】子育て支援の充実 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

５ 男 性 の 子

育 て へ の

参 画 の 促

進 

子育てに関する

情報・学習機会の

提供や育児休業

取得に関する意

識啓発等を行い、

男性の子育てへ

の参画を促進す

る。 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・公民館における各種講座の開催。  （社会教育課） 

・パパ・ママ教室の開催。      （健康増進課） 

・乳幼児の日曜健康診査の実施。   （健康増進課） 

・育児休業法に関するリーフレット配布。（商工振興課） 

６ 相 談 業 務

の充実 

子育てに関する

相談業務の充実

を図る。 

 

・家庭児童相談。        （家庭児童相談室） 

・子育てメール相談。      （家庭児童相談室） 

・母子自立支援員によるひとり親家庭の相談。 

（児童家庭課） 

・子育て支援コーディネーターの配置。 （児童家庭課） 

・子育て相談。              （保育課） 

・就学前の子どもの発達に関する相談。 （療育支援課） 

・ふなばし健康ダイヤル２４。     （健康政策課） 

・家庭教育相談。事業事業事業事業３３３３のののの再掲再掲再掲再掲                        （社会教育課）   

・教育相談の充実。       （総合教育センター） 

 

７ 多 様 な 保

育 サ ー ビ

スの推進 

安心して子育て

ができるよう、多

様なニーズに対

応した保育サー

ビスの充実を図

る。 

 

・延長保育事業。            （保育課） 

・一時・休日保育の充実。        （保育課） 

・病児・病後児保育の充実。       （保育課） 

・発達支援保育。            （保育課） 

・産休明け保育。            （保育課） 

・家庭的保育事業の充実。        （保育課） 

・ファミリー・サポート・センター活動の充実。 

（保育課） 

・ショートステイ〔子育て短期支援事業〕の実施。 

（児童家庭課） 

・市の事業への保育ヘルパー派遣。 

（男女共同参画センター） 
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８ 地 域 等 に

お け る 子

育 て 支 援

の推進 

子育て支援活動

の拠点の充実を

図るとともに、子

どもを産み育て

やすい環境を整

える。 

 

・子育て情報誌の発行。       （児童家庭課） 

・子育て支援情報のメール配信。   （児童家庭課） 

・子育て支援センターの活動の充実。   （保育課） 

・保育園での講座や教室の開催。     （保育課） 

・児童ホーム事業の充実。      （児童育成課） 

・放課後ルーム事業の充実。     （児童育成課） 

・就学児健診等における子育て学習。 （社会教育課） 

・公民館における各種講座の開催。  （社会教育課） 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・地区社会福祉協議会への支援。   （地域福祉課） 

    

    

【方策２】介護支援の充実 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

９ 男 性 の 介

護 へ の 参

画の促進 

介護に関する情

報・学習機会の提

供や介護休業取

得に関する意識

啓発等を行い、男

性の介護への参

画を促進する。 

・講座の開催。        （男女共同参画センター） 

・介護休業給付に関するリーフレット配布。 

（商工振興課） 

 

 

 

 

10 相 談 業 務

の充実 

介護に関する相

談業務の充実を

図る。    

・地域包括支援センターの機能強化。 （包括支援課） 

・障害児（者）総合相談支援事業。  （障害福祉課） 

 

11 介 護 サ ー

ビ ス の 充

実 

安心して介護が

できるよう、介護

者への支援の充

実を図る。 

 

・介護保険についてのパンフレット作成。（介護保険課） 

・介護保険についての出前講座。   （介護保険課） 

・ファミリー・サポート・センター活動の充実。 

 （高齢者福祉課） 

・生活・介護支援サポーター事業。 （高齢者福祉課） 

・やすらぎ支援員訪問事業。    （高齢者福祉課） 

・家族介護用品支給事業。     （高齢者福祉課） 

・一時介護料の助成。        （障害福祉課） 

・日中一時支援事業。        （障害福祉課） 

・施設等への短期入所。       （障害福祉課） 

・障害児（者）総合相談支援事業。事業事業事業事業１０１０１０１０のののの再掲再掲再掲再掲 

（障害福祉課） 
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12 地 域 で の

支 え 合 い

の 環 境 づ

くり 

家族や地域が支

え合い、安心して

暮らせるよう、地

区社会福祉協議

会を基盤とした

環境づくりに努

める。 

・地区社会福祉協議会への支援。   （地域福祉課） 

 

 

【方策３】地域活動への参画促進 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

13 町会・自治

会、ボラン

ティア、Ｎ

Ｐ Ｏ 等 地

域 活 動 へ

の 男 女 共

同 参 画 の

促進 

町会・自治会、ボ

ランティア、ＮＰ

Ｏ等の活動へ男

女がともに積極

的に参画し、豊か

な心で生きがい

を持って生活で

きるよう環境づ

くりに努める。    

・市民活動情報ポータルサイト「ふなばし市民活動情

報ネット」の運営。        （市民協働課） 

・市民活動推進事業の実施。     （市民協働課） 

・町会・自治会活動への参加の促進。 （自治振興課） 

・地域防災リーダー養成事業。      （防災課） 

・地域消防活動への参加の促進。  （消防局警防課） 

 

 

 

 

 

 

《方針３ 男女が平等な働き方ができる社会の実現》 

 

【方策１】労働の場における男女平等の推進 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

14 雇 用 の 機

会 と 待 遇

の 均 等 確

保 及 び 職

域の拡大 

様々な職域にお

いて、男女の区別

なく均等に働く

ことができるよ

う、企業・雇用主

へ働きかける。 

・企業・雇用主向け講座等の開催。 

（男女共同参画センター） 

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等のリーフ

レット配布。           （商工振興課） 
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【方策２】女性の再就職支援 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

15 情 報 及 び

職 業 能 力

開 発 機 会

の提供 

結婚・出産等によ

り離職した女性

に対して、再就職

のための情報提

供と適応力及び

技能の養成のた

めの学習機会を

提供する。 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

（商工振興課） 

・母子家庭等就業・自立支援事業。  （児童家庭課） 

 

 

 

【方策３】多様な働き方を可能にする各種制度の周知徹底 

    事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

16 各 種 法

令・制度等

の 周 知 啓

発 

    

企業・雇用主及び

個人に対して、育

児・介護休業、短

時間勤務、短時間

正社員制度、短日

数勤務、在宅勤務

等の多様な働き

方についての情

報提供や各種社

会保障制度の周

知を図る。    

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・育児・介護休業法等のリーフレット配布。 

（商工振興課） 

 

 

 

《方針４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進》 

 

【方策１】企業等への仕事と生活の調和の啓発 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

17 企 業 等 へ

の啓発 

仕事と生活の調

和の必要性につ

いて、企業等への

啓発活動を行う。 

 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・ワーク・ライフ・バランス推進のためのリーフレッ

ト配布。             （商工振興課） 
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【方策２】個人への仕事と生活の調和の推進 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

18 個人への

啓発 

仕事と生活の調

和について、情報

と学習機会の提

供をする。 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・ワーク・ライフ・バランス推進のためのリーフレット

配布。              （商工振興課） 

 

19 子育て・

介護の両

立支援 

仕事と子育てや

介護が両立でき

るよう、支援の充

実に努める。 

    

・講座の開催。事業事業事業事業５５５５・・・・８８８８・・・・９９９９のののの再掲再掲再掲再掲（男女共同参画センター） 

・公民館における各種講座の開催。事業事業事業事業５５５５・・・・８８８８のののの再掲再掲再掲再掲 

（社会教育課）  

・パパ・ママ教室の開催。事業事業事業事業５５５５のののの再掲再掲再掲再掲    （健康増進課） 

・乳幼児の日曜健康診査の実施。事業事業事業事業５５５５のののの再掲再掲再掲再掲    

（健康増進課） 

・リーフレット配布。事業事業事業事業５５５５・・・・９９９９のののの再掲再掲再掲再掲        （商工振興課） 

・延長保育事業。事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲                                （保育課）       

・一時・休日保育の充実。事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲                （保育課）   

・病児・病後児保育の充実。事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲            （保育課）  

・発達支援保育。事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲                                （保育課）       

・産休明け保育。事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲                                （保育課）       

・家庭的保育事業の充実。事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲                （保育課）   

・ファミリー・サポート・センター活動の充実。 

事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲        （保育課） 

・ショートステイ（子育て短期支援事業）の実施。 

事業事業事業事業７７７７のののの再掲再掲再掲再掲（児童家庭課）    

・子育て情報誌の発行。事業事業事業事業８８８８のののの再掲再掲再掲再掲            （児童家庭課） 

・子育て支援情報のﾒｰﾙ配信。事業事業事業事業８８８８のののの再掲再掲再掲再掲    （児童家庭課） 

・保育園での講座や教室の開催。事業事業事業事業８８８８のののの再掲再掲再掲再掲（保育課） 

・放課後ルーム事業の充実。事業事業事業事業８８８８のののの再掲再掲再掲再掲（児童育成課） 

・地区社会福祉協議会への支援。事業事業事業事業８８８８････12121212 のののの再掲再掲再掲再掲    

（地域福祉課）   

・介護保険についてのパンフレット作成。事業事業事業事業 11111111 のののの再掲再掲再掲再掲    

（介護保険課）    

・介護保険についての出前講座。事業事業事業事業 11111111 のののの再掲再掲再掲再掲    

（介護保険課）  

・ファミリー・サポート・センター活動の充実。 

事業事業事業事業 11111111 のののの再掲再掲再掲再掲    （高齢者福祉課） 

・日中一時支援事業。事業事業事業事業 11111111 のののの再掲再掲再掲再掲            （障害福祉課）  
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課題課題課題課題ⅡⅡⅡⅡ    男女男女男女男女がともにがともにがともにがともに政策政策政策政策・・・・方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へへへへ参画参画参画参画しししし、、、、両者両者両者両者のののの意思意思意思意思がががが反映反映反映反映されたされたされたされた

社会社会社会社会のののの実現実現実現実現    

    

《方針１ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進》 

 

【方策１】審議会等への女性の参画の拡大 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

20 審議会等

への女性

の参画の

促進      

市が設置する審

議会等への女性

の登用を積極的

に推進する。    

・審議会等への積極的な女性委員の参画の促進。 

（行政管理課） 

 

       

【方策２】企業や行政等における女性管理職の拡大 

    事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

21 企業等に

おける女

性管理職

の拡大 

 

現状を把握した

上で、女性の積極

的な登用に向け

て啓発活動を行

う。    

・講座等の開催。     （男女共同参画センター） 

・リーフレット等の配布。 （男女共同参画センター） 

22 行政にお

ける女性

管理職の

拡大 

 

市職場において、

女性の職域拡大

を行うとともに、

能力開発など人

材育成に努める。 

・管理監督者への女性の積極的登用。   （職員課） 

 

 

 

 

【方策３】町会・自治会等役員への女性の参画の促進 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

23 地域にお

け る 団

体・組織

の意思決

定過程へ

の女性の

参画促進 

町会・自治会、各

種市民活動団体

等の活動におい

て、意思決定過程

への女性の参画

を働きかける。 

・町会・自治会の意思決定過程への女性参画の促進。 

（自治振興課） 

・市民活動団体等の意思決定過程への女性参画の促進。

（市民協働課） 
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課題課題課題課題ⅢⅢⅢⅢ    女性女性女性女性とととと男性男性男性男性のののの間間間間にににに生生生生じるじるじるじる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶    

    

《方針１ 配偶者等からの暴力の被害者に対する支援》 

 

【方策１】相談体制の充実 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

24 相談業務

の充実 

相談員の知識や

能力の向上を図

る等、相談業務を

充実させるとと

もに、市関係部署

との連携を強化

する。    

・女性相談、生き方相談、法律相談。 

（男女共同参画センター） 

・家庭児童相談。        （家庭児童相談室） 

・子育てメール相談。      （家庭児童相談室） 

・市民法律・生活相談。    （市民の声を聞く課） 

 

25 相談窓口

の周知 

啓発資料の作成

や各種広報媒体

を活用し、相談窓

口・相談機関の周

知徹底を図る。 

・パンフレットや相談カードの配布。 

（男女共同参画センター） 

・ホームページ・情報誌・広報紙等による周知。 

（男女共同参画センター） 

・相談カードの配布、ポスターの掲示等。 

（家庭児童相談室） 

    

    

【方策２】被害者救済と自立への支援 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

26 被 害 者 の

保護、支援 

緊急時において

は、警察や県の関

係機関との連携

のもと、一時保護

を行うとともに、

社会的経済的な

自立及び精神的

な回復に向けた

支援を行う。 

・被害者の一時保護。   （男女共同参画センター） 

・情報管理の徹底。    （男女共同参画センター） 

・ＤＶに関する職員研修会の開催。 

（男女共同参画センター） 

・自立に向けた支援の充実。 （男女共同参画センター） 

（生活支援課） 

・母子生活支援施設での保護、支援。 （児童家庭課） 
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【方策３】関係機関との連携 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

27 関係機関

との連携

協力 

被害者への的確

な支援を行うた

め、「船橋市要保

護児童及びＤＶ

対策地域協議会」

を通じ、関係機関

との緊密な連携

を図る。 

・「船橋市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会」におけ

る連携。           （家庭児童相談室） 

（男女共同参画センター） 

28 民間団体

等との連

携 

被害者支援を行

う民間団体の実

態把握に努める

とともに、支援連

携の仕組みにつ

いて検討する。 

・民間支援団体の実態把握及び連携についての研究。 

（男女共同参画センター） 

    

    

《方針２ 女性と男性の間に生じる暴力を許さない環境づくり》 

 

【方策１】新たな加害者・被害者を生みださないための予防啓発 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

29 暴力の根

絶に向け

た意識啓

発 

人権尊重の意識

を高めるため、

様々な機会や媒

体を通じて、暴力

の加害者にも被

害者にもならな

いよう、啓発活動

を行うとともに、

学習機会を提供

する。 

・講座等の開催。     （男女共同参画センター） 

・ハンドブック等の配布。 （男女共同参画センター） 

30 暴力の発

生を防ぐ

環境づく

り 

男女の人権を侵

害する暴力がな

いまちづくりを

進める。 

・自主防犯活動などの防犯対策の推進。 （市民防犯課） 

・防犯灯の整備。          （自治振興課） 
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【方策２】セクシュアル・ハラスメントの防止 

事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

31 セクシュ

アル・ハ

ラスメン

ト防止の

ための啓

発 

セクシュアル・ハ

ラスメントに関

する認識を深め、

あらゆる場にお

いての被害防止

に向けて、情報提

供や意識啓発に

努める。 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・リーフレット等の配布。 （男女共同参画センター） 

・職場におけるセクシャル・ハラスメント防止のための

研修。              （人材育成室） 

 

 

 

【方策３】若年層を対象とするＤＶ予防啓発 

 事 業 名 事 業 概 要 具体的な事業 

32 ＤＶ予防

啓発の推

進 

若者がＤＶにつ

いて考え、暴力を

伴わない人間関

係を構築できる

ように、学習機会

の充実を図る。 

 

・講座の開催。      （男女共同参画センター） 

・ハンドブック等の配布。 （男女共同参画センター） 
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課題課題課題課題ⅠⅠⅠⅠ    

① 社会全体で男女平等と感じる人の割合 

 

現状値（平成２０年度市民アンケート） 平成２８年度目標値 

      ２１．６％   ３０．０％ 

   

② 「男は仕事、女は家庭」という考え方に、「そう思わない（どちらかといえばそう 

思わないを含む）」人の割合 

 

現状値（平成２０年度市民アンケート） 平成２８年度目標値 

      ４９．３％   ６５．０％ 

  

③ ワーク・ライフ・バランスの周知度（認知度） 内容まで知っている人の割合 

 

現状値（平成２０年度市民アンケート） 平成２８年度目標値 

      １３．０％   ４５．０％ 

 

課題課題課題課題ⅡⅡⅡⅡ    

④ 市の審議会への女性委員の割合  

 

現状値（平成２３年度４月１日現在） 平成２８年度目標値 

      ２３．０％   ３０．０％ 

 

課題課題課題課題ⅢⅢⅢⅢ    

⑤ ＤＶの理解度 ＤＶとなり得る行為と知っている人の割合 

 

現状値（平成２１年度市民意識調査） 

身体的 殴るそぶりや、物を投げつけるふりをする          ７２．５％ 

     精神的 友人との付き合いを制限、電話やメールを細かくチェック   ５４．９％ 

     経済的 生活費を渡さない、外で働くことを認めない         ６９．９％ 

     性的  性行為の強要、避妊に協力しない              ８０．０％ 

  

平成２８年度目標値 

   すべての行為について、知っている人の割合が１０％増加することを目指します。 
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男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第７８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。 
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（ 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。 

（ 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 。 
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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 。 
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（ 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。 

（ 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。 
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（ 政令 への 委任 ） 

第 二十 八条  こ の章 に定 める もの のほ か、 会議 の組 織及 び議 員そ の他 の職 員そ の他 会議

に 関し 必要 な事 項は 、政 令で 定め る。 

 

附  則  抄 

（ 施行 期日 ） 

第 一条  こ の法 律は 、公 布の 日か ら施 行す る。 

（ 男女 共同 参画 審議 会設 置法 の廃 止） 

第 二条  男 女共 同参 画審 議会 設置 法(平成 九年法 律第 七号 )は 、廃 止する 。 

（ 経過 措置 ） 

第 三条  前 条の 規定 によ る廃 止 前 の 男 女 共 同 参 画 審 議 会 設 置 法 (以 下 「 旧 審 議 会 設 置 法 」

と いう 。)第一 条の 規定に より 置か れた 男女 共同 参画 審議 会は 、第 二十 一条 第一 項の 規

定 によ り置 かれ た審 議会 とな り、 同一 性を もっ て存 続す るも のと する 。 

２  こ の法 律の 施行 の際 現に 旧審 議会 設置 法第 四条 第一 項の 規定 によ り任 命さ れた 男女

共 同参 画審 議会 の委 員で ある 者は 、こ の法 律の 施行 の日 に、 第二 十三 条第 一項 の規 定

に より 、審 議会 の委 員と して 任命 され たも のと みな す。 この 場合 にお いて 、そ の任 命

さ れた もの とみ なさ れる 者の 任期 は、 同条 第二 項の 規定 にか かわ らず 、同 日に おけ る

旧 審議 会設 置法 第四 条第 二項 の規 定に より 任命 され た男 女共 同参 画審 議会 の委 員と し

て の任 期の 残任 期間 と同 一の 期間 とす る。 

３  こ の法 律の 施行 の際 現に 旧審 議会 設置 法第 五条 第一 項の 規定 によ り定 めら れた 男女

共 同参 画審 議会 の会 長で ある 者又 は同 条第 三項 の規 定に より 指名 され た委 員で ある 者

は 、そ れぞ れ、 この 法律 の施 行の 日に 、第 二十 四条 第一 項の 規定 によ り審 議会 の会 長

と して 定め られ 、又 は同 条第 三項 の規 定に より 審議 会の 会長 の職 務を 代理 する 委員 と

し て指 名さ れた もの とみ なす 。 

 

附  則  (平成 一一 年七月 一六 日法 律第 一〇 二号 ) 抄 

（ 施行 期日 ） 

第 一条  こ の法 律は 、内 閣法 の一 部を 改正 する 法律 (平 成十 一年 法律第 八十 八号 )の 施行

の 日か ら施 行す る。 ただ し、 次の 各号 に掲 げる 規定 は、 当該 各号 に定 める 日か ら施 行

す る。 

（ 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 。 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律  

（ 平成 十三 年法 律第 三十 一号 ） 

目 次 

前 文 

第 一章  総 則(第一 条・第 二条 ) 

第 一章 の二  基 本方 針及 び都 道府 県基 本計 画等 (第 二条 の二 ・第 二条の 三) 

第 二章  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター 等(第三条 ―第 五条 ) 

第 三章  被 害者 の保 護(第 六条 ―第 九条 の二 ) 

第 四章  保 護命 令(第十条 ―第 二十 二条 ) 

第 五章  雑 則(第二 十三条 ―第 二十 八条 ) 

第 六章  罰 則(第二 十九条 ・第 三十 条) 

附 則 

 

我 が国 にお いて は、 日本 国憲 法に 個人 の尊 重と 法の 下の 平等 がう たわ れ、 人権 の擁 護

と 男女 平等 の実 現に 向け た取 組が 行わ れて いる 。 

と ころ が、 配偶 者か らの 暴力 は、 犯罪 とな る行 為を も含 む重 大な 人権 侵害 であ るに も

か かわ らず 、被 害者 の救 済が 必ず しも 十分 に行 われ てこ なか った 。ま た、 配偶 者か らの

暴 力の 被害 者は 、多 くの 場合 女性 であ り、 経済 的自 立が 困難 であ る女 性に 対し て配 偶者

が 暴力 を加 える こと は、 個人 の尊 厳を 害し 、男 女平 等の 実現 の妨 げと なっ てい る。 

こ のよ うな 状況 を改 善し 、人 権の 擁護 と男 女平 等の 実現 を図 るた めに は、 配偶 者か ら

の 暴力 を防 止し 、被 害者を 保護 する ため の施 策を 講ず るこ とが 必要 であ る。この こと は、

女 性 に 対 す る 暴 力 を 根絶 し よ う と 努 め て い る国 際 社 会 に お け る 取 組に も 沿 う も の で あ る。 

こ こに 、配 偶者 から の暴 力に 係る 通報 、相 談、 保護 、自 立支 援等 の体 制を 整備 する こ

と によ り、配偶 者か らの暴 力の 防止 及び 被害 者の 保護 を図 るた め、この法 律を 制定 する 。 

 

第 一章  総 則 

（ 定義 ） 

第 一条  こ の法 律に おい て「配 偶者 から の暴 力」と は、配偶 者か らの 身体 に対 する 暴力 (身

体 に対 する 不法 な攻 撃で あっ て生 命又 は身 体に 危害 を及 ぼす もの をい う。以下 同じ 。)

又 はこ れに 準ず る心 身に 有害 な影 響を 及ぼ す言 動(以下 この 項に おいて「身 体に 対す る

暴 力等 」と 総称 する 。)を いい 、配 偶者 から の身 体に 対す る暴 力等 を受 けた 後に 、そ の

者 が離 婚を し、 又は その 婚姻 が取 り消 され た場 合に あっ ては 、当 該配 偶者 であ った 者

か ら引 き続 き受 ける 身体 に対 する 暴力 等を 含む もの とす る。 

２  こ の法 律に おい て「 被害 者」 とは 、配 偶者 から の暴 力を 受け た者 をい う。 

３  こ の法 律に いう 「配 偶者 」に は、 婚姻 の届 出を して いな いが 事実 上婚 姻関 係と 同様

の 事情 にあ る者 を含 み、 「離 婚」 には 、婚 姻の 届出 をし てい ない が事 実上 婚姻 関係 と

同 様の 事情 にあ った 者が 、事 実上 離婚 した と同 様の 事情 に入 るこ とを 含む もの とする。 

（ 国及 び地 方公 共団 体の 責務 ） 

第 二条  国 及び 地方 公共 団体 は、 配偶 者か らの 暴力 を防 止す ると とも に、 被害 者の 自立

を 支援 する こと を含 め、 その 適切 な保 護を 図る 責務 を有 する 。 

 

第 一章 の二  基 本方 針及 び都 道府 県基 本計 画等 

（ 基本 方針 ） 

第 二条 の二  内 閣総 理大 臣、国家 公安 委員 会、法務 大臣 及び 厚生 労働 大臣 (以 下こ の条 及

び 次条 第五 項に おい て「 主務 大臣 」と いう 。)は 、配 偶者 から の暴 力の 防止 及び 被害 者
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の 保護 のた めの 施策 に関 する 基本 的な 方針 (以下 この 条並 びに 次条 第一 項及 び第 三項

に おい て「 基本 方針 」と いう 。)を定 めな ければ なら ない 。 

２  基 本方 針に おい ては 、次 に掲 げる 事項 につ き、 次条 第一 項の 都道 府県 基本 計画 及び

同 条第 三項 の市 町村 基本 計画 の指 針と なる べき もの を定 める もの とす る。 

一  配 偶者 から の暴 力の 防止 及び 被害 者の 保護 に関 する 基本 的な 事項 

二  配 偶者 から の暴 力の 防止 及び 被害 者の 保護 のた めの 施策 の内 容に 関す る事 項 

三  そ の他 配偶 者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護の ため の施 策の 実施 に関 する 重

要 事項 

３  主 務大 臣は 、基 本方 針を 定め 、又 はこ れを 変更 しよ うと する とき は、 あら かじ め、

関 係行 政機 関の 長に 協議 しな けれ ばな らな い。 

４  主 務大 臣は 、基 本方 針を 定め 、又 はこ れを 変更 した とき は、 遅滞 なく 、こ れを 公表

し なけ れば なら ない 。 

（ 都道 府県 基本 計画 等） 

第 二条 の三  都 道府 県は 、基 本方 針に 即し て、 当該 都道 府県 にお ける 配偶 者か らの 暴力

の 防止 及び 被害 者の 保護 のた めの 施策 の実 施に 関す る基 本的 な計 画(以 下こ の条 にお

い て「 都道 府県 基本 計画 」と いう 。)を定 めなけ れば なら ない 。 

２  都 道府 県基 本計 画に おい ては 、次 に掲 げる 事項 を定 める もの とす る。 

一  配 偶者 から の暴 力の 防止 及び 被害 者の 保護 に関 する 基本 的な 方針 

二  配 偶者 から の暴 力の 防止 及び 被害 者の 保護 のた めの 施策 の実 施内 容に 関す る事 項 

三  そ の他 配偶 者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護の ため の施 策の 実施 に関 する 重

要 事項 

３  市 町村 (特 別区 を含む 。以 下同 じ。 )は 、基本 方針 に即 し、 かつ 、都 道府 県基 本計 画

を 勘案 して 、当 該市 町村 にお ける 配偶 者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護の ため の

施 策の 実施 に関 する 基本 的な 計画 (以 下こ の条に おい て「 市町 村基 本計 画」 とい う。 )

を 定め るよ う努 めな けれ ばな らな い。 

４  都 道府 県又 は市 町村 は、 都道 府県 基本 計画 又は 市町 村基 本計 画を 定め 、又 は変 更し

た とき は、 遅滞 なく 、こ れを 公表 しな けれ ばな らな い。 

５  主 務大 臣は 、都 道府 県又 は市 町村 に対 し、 都道 府県 基本 計画 又は 市町 村基 本計 画の

作 成の ため に必 要な 助言 その 他の 援助 を行 うよ う努 めな けれ ばな らな い。 

 

第 二章  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター 等 

（ 配偶 者暴 力相 談支 援セ ンタ ー） 

第 三条  都 道府 県は 、当 該都 道府 県が 設置 する 婦人 相談 所そ の他 の適 切な 施設 にお いて 、

当 該各 施設 が配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター とし ての 機能 を果 たす よう にす るも のと す

る 。 

２  市 町村 は、 当該 市町 村が 設置 する 適切 な施 設に おい て、 当該 各施 設が 配偶 者暴 力相

談 支援 セン ター とし ての 機能 を果 たす よう にす るよ う努 める もの とす る。 

３  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター は 、配 偶者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護の ため 、

次 に掲 げる 業務 を行 うも のと する 。 

一  被 害者 に関 する 各般 の問 題に つい て、 相談 に応 ずる こと 又は 婦人 相談 員若 しく は

相 談を 行う 機関 を紹 介す るこ と。 

二  被 害者 の心 身の 健康 を回 復さ せる ため 、医 学的 又は 心理 学的 な指 導そ の他 の必 要

な 指導 を行 うこ と。 

三  被 害者 (被 害者 がその 家族 を同 伴す る場 合に あっ ては 、被 害者 及び その 同伴 する 家

族 。次 号、第六 号、第五 条及 び第 八条 の三 にお いて 同じ 。)の緊 急時に おけ る安 全の

確 保及 び一 時保 護を 行う こと 。 
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四  被 害者 が自 立し て生 活す るこ とを 促進 する ため 、就 業の 促進 、住 宅の 確保 、援 護

等 に関 する 制度 の利 用等 につ いて 、情 報の 提供 、助 言、 関係 機関 との 連絡 調整 その

他 の援 助を 行う こと 。 

五  第 四章 に定 める 保護 命令 の制 度の 利用 につ いて 、情 報の 提供 、助 言、 関係 機関 へ

の 連絡 その 他の 援助 を行 うこ と。 

六  被 害者 を居 住さ せ保 護す る施 設の 利用 につ いて 、情 報の 提供 、助 言、 関係 機関 と

の 連絡 調整 その 他の 援助 を行 うこ と。 

４  前 項第 三号 の一 時保 護は 、婦 人相 談所 が、 自ら 行い 、又 は厚 生労 働大 臣が 定め る基

準 を満 たす 者に 委託 して 行う もの とす る。 

５  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター は、 その 業務 を行 うに 当た って は、 必要 に応 じ、 配偶

者 から の暴 力の 防止 及び 被害 者の 保護 を図 るた めの 活動 を行 う民 間の 団体 との 連携 に

努 める もの とす る。 

（ 婦人 相談 員に よる 相談 等） 

第 四条  婦 人相 談員 は、 被害 者の 相談 に応 じ、 必要 な指 導を 行う こと がで きる 。 

（ 婦人 保護 施設 にお ける 保護 ） 

第 五条  都 道府 県は 、婦 人保 護施 設に おい て被 害者 の保 護を 行う こと がで きる 。 

 

第 三章  被 害者 の保 護 

（ 配偶 者か らの 暴力 の発 見者 によ る通 報等 ） 

第 六条  配 偶者 から の暴 力(配偶 者又 は配 偶者で あっ た者 から の身 体に 対す る暴 力に 限

る 。以下 この 章に おいて 同じ 。)を 受け てい る者 を発 見し た者 は 、その 旨を 配偶 者暴 力

相 談支 援セ ンタ ー又 は警 察官 に通 報す るよ う努 めな けれ ばな らな い。 

２  医 師そ の他 の医 療関 係者 は、 その 業務 を行 うに 当た り、 配偶 者か らの 暴力 によ って

負 傷し 又は 疾病 にか かっ たと 認め られ る者 を発 見し たと きは 、そ の旨 を配 偶者 暴力 相

談 支援 セン ター 又は 警察 官に 通報 する こと がで きる 。こ の場 合に おい て、 その 者の 意

思 を尊 重す るよ う努 める もの とす る。 

３  刑 法(明治 四十 年法律 第四 十五 号)の秘 密漏示 罪の 規定 その 他の 守秘 義務 に関 する 法

律 の規 定は 、前 二項 の規 定に より 通報 する こと を妨 げる もの と解 釈し ては なら ない 。 

４  医 師そ の他 の医 療関 係者 は、 その 業務 を行 うに 当た り、 配偶 者か らの 暴力 によ って

負 傷し 又は 疾病 にか かっ たと 認め られ る者 を発 見し たと きは 、そ の者 に対 し、 配偶 者

暴 力相 談支 援セ ンタ ー等 の利 用に つい て、 その 有す る情 報を 提供 する よう 努め なけ れ

ば なら ない 。 

（ 配偶 者暴 力相 談支 援セ ンタ ーに よる 保護 につ いて の説 明等 ） 

第 七条  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター は、 被害 者に 関す る通 報又 は相 談を 受け た場 合に

は 、必 要に 応じ 、被 害者 に対 し、 第三 条第 三項 の規 定に より 配偶 者暴 力相 談支 援セ ン

タ ーが 行う 業務 の内 容に つい て説 明及 び助 言を 行う とと もに 、必 要な 保護 を受 ける こ

と を勧 奨す るも のと する 。 

（ 警察 官に よる 被害 の防 止） 

第 八条  警 察官 は、 通報 等に より 配偶 者か らの 暴力 が行 われ てい ると 認め ると きは 、警

察 法(昭和 二十 九年 法律第 百六 十二 号)、警 察官職 務執 行法 (昭 和二 十三年 法律 第百 三十

六 号)その 他の 法令 の定め ると ころ によ り、暴力 の制 止、被害 者の 保護 その 他の 配偶 者

か らの 暴力 によ る被 害の 発生 を防 止す るた めに 必要 な措 置を 講ず るよ う努 めな けれ ば

な らな い。 

（ 警察 本部 長等 の援 助） 

第 八条 の二  警 視総 監若 しく は道 府県 警察 本部 長(道警 察本 部の 所在地 を包 括す る方 面

を 除く 方面 につ いて は、方 面本 部長 。第 十五 条第三 項に おい て同 じ。)又は 警察 署長 は、

配 偶者 から の暴 力を 受け てい る者 から 、配 偶者 から の暴 力に よる 被害 を自 ら防 止す る
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た めの 援助 を受 けた い旨 の申 出が あり 、そ の申 出を 相当 と認 める とき は、 当該 配偶 者

か らの 暴力 を受 けて いる 者に 対し 、国 家公 安委 員会 規則 で定 める とこ ろに より 、当 該

被 害を 自ら 防止 する ため の措 置の 教示 その 他配 偶者 から の暴 力に よる 被害 の発 生を 防

止 する ため に必 要な 援助 を行 うも のと する 。 

（ 福祉 事務 所に よる 自立 支援 ） 

第 八条 の三  社 会福 祉法 (昭 和二 十六 年法 律第四 十五 号)に定 める 福祉に 関す る事 務所 (次

条 にお いて「福 祉事 務所 」と いう。)は、生活保 護法 (昭 和二 十五 年法律 第百 四十 四号 )、

児 童福 祉法 (昭 和二 十二年 法律 第百 六十 四号 )、母 子及 び寡 婦福 祉法 (昭和 三十 九年 法律

第 百二 十九 号)その 他の法 令の 定め ると ころ によ り、被害 者の 自立 を支 援す るた めに 必

要 な措 置を 講ず るよ う努 めな けれ ばな らな い。 

（ 被害 者の 保護 のた めの 関係 機関 の連 携協 力） 

第 九条  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター 、都 道府 県警 察、 福祉 事務 所等 都道 府県 又は 市町

村 の関 係機 関そ の他 の関 係機 関は 、被 害者 の保 護を 行う に当 たっ ては 、そ の適 切な 保

護 が行 われ るよ う、 相互 に連 携を 図り なが ら協 力す るよ う努 める もの とす る。 

（ 苦情 の適 切か つ迅 速な 処理 ） 

第 九条 の二  前 条の 関係 機関 は、 被害 者の 保護 に係 る職 員の 職務 の執 行に 関し て被 害者

か ら苦 情の 申出 を受 けた とき は、 適切 かつ 迅速 にこ れを 処理 する よう 努め るも のと す

る 。 

 

第 四章  保 護命 令 

（ 保護 命令 ） 

第 十条  被 害者 (配 偶者か らの 身体 に対 する 暴力 又は 生命 等に 対す る脅 迫(被害 者の 生命

又 は身 体に 対し 害を 加え る旨 を告 知し てす る脅 迫を いう 。以 下こ の章 にお いて 同じ 。)

を 受け た者 に限 る 。以下 この 章に おい て同 じ。)が、配偶 者か らの 身体 に対 する 暴力 を

受 けた 者で ある 場合 にあ って は配 偶者 から の更 なる 身体 に対 する 暴力 (配 偶者 から の

身 体に 対す る暴 力を 受け た後 に、 被害 者が 離婚 をし 、又 はそ の婚 姻が 取り 消さ れた 場

合 にあ って は、 当該 配偶 者で あっ た者 から 引き 続き 受け る身 体に 対す る暴 力。 第十 二

条 第一 項第 二号 にお いて 同じ 。)によ り、配偶者 から の生 命等 に対 する 脅迫 を受 けた 者

で ある 場合 にあ って は配 偶者 から 受け る身 体に 対す る暴 力(配偶 者から の生 命等 に対

す る脅 迫を 受け た後 に、 被害 者が 離婚 をし 、又 はそ の婚 姻が 取り 消さ れた 場合 にあ っ

て は、 当該 配偶 者で あっ た者 から 引き 続き 受け る身 体に 対す る暴 力。 同号 にお いて 同

じ 。)に より 、そ の生 命又 は身 体に 重大 な危 害を 受け るお それ が大 きい とき は 、裁 判所

は 、被 害者 の申 立て によ り、 その 生命 又は 身体 に危 害が 加え られ るこ とを 防止 する た

め 、当 該配 偶者 (配 偶者か らの 身体 に対 する 暴力 又は 生命 等に 対す る脅 迫を 受け た後 に、

被 害者 が離 婚を し、 又は その 婚姻 が取 り消 され た場 合に あっ ては 、当 該配 偶者 であ っ

た 者 。以 下こ の条 、同項 第三 号及 び第 四号 並び に第 十八 条第 一項 にお いて 同じ 。)に 対

し 、次 の各 号に 掲げ る事 項を 命ず るも のと する 。た だし 、第 二号 に掲 げる 事項 につ い

て は、申立 ての 時に おい て被 害者 及び 当該 配偶 者が 生活 の本 拠を 共に する 場合 に限る。 

一  命 令の 効力 が生 じた 日か ら起 算し て六 月間 、被 害者 の住 居(当該配 偶者 と共 に生 活

の 本拠 とし てい る住 居を 除く 。以 下こ の号 にお いて 同じ 。)その 他の場 所に おい て被

害 者の 身辺 につ きま とい 、又 は被 害者 の住 居、 勤務 先そ の他 その 通常 所在 する 場所

の 付近 をは いか いし ては なら ない こと 。 

二  命 令の 効力 が生 じた 日か ら起 算し て二 月間 、被 害者 と共 に生 活の 本拠 とし てい る

住 居か ら退 去す るこ と及 び当 該住 居の 付近 をは いか いし ては なら ない こと 。 

２  前 項本 文に 規定 する 場合 にお いて 、同 項第 一号 の規 定に よる 命令 を発 する 裁判 所又

は 発し た裁 判所 は、 被害 者の 申立 てに より 、そ の生 命又 は身 体に 危害 が加 えら れる こ

と を防 止す るた め、 当該 配偶 者に 対し 、命 令の 効力 が生 じた 日以 後、 同号 の規 定に よ
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る 命令 の効 力が 生じ た日 から 起算 して 六月 を経 過す る日 まで の間 、被 害者 に対 して 次

の 各号 に掲 げる いず れの 行為 もし ては なら ない こと を命 ずる もの とす る。 

一  面 会を 要求 する こと 。 

二  そ の行 動を 監視 して いる と思 わせ るよ うな 事項 を告 げ、 又は その 知り 得る 状態 に

置 くこ と。 

三  著 しく 粗野 又は 乱暴 な言 動を する こと 。 

四  電 話を かけ て何 も告 げず 、又 は緊 急や むを 得な い場 合を 除き 、連 続し て、 電話 を

か け、 ファ クシ ミリ 装置 を用 いて 送信 し、 若し くは 電子 メー ルを 送信 する こと 。 

五  緊 急や むを 得な い場 合を 除き 、午 後十 時か ら午 前六 時ま での 間に 、電 話を かけ 、

フ ァク シミ リ装 置を 用い て送 信し 、又 は電 子メ ール を送 信す るこ と。 

六  汚 物、動物 の死 体そ の他 の著 しく 不快 又は 嫌悪 の情 を催 させ るよ うな 物を 送付 し、

又 はそ の知 り得 る状 態に 置く こと 。 

七  そ の名 誉を 害す る事 項を 告げ 、又 はそ の知 り得 る状 態に 置く こと 。 

八  そ の性 的羞 し ゆ う 恥心 を害 する 事項 を告 げ、 若し くは その 知り 得る 状態 に置 き、 又

は その 性的 羞恥 心を 害す る文 書、 図画 その 他の 物を 送付 し、 若し くは その 知り 得る

状 態に 置く こと 。 

３  第 一項 本文 に規 定す る場 合に おい て、被害 者が その 成年 に達 しな い子 (以 下こ の項 及

び 次項 並び に第 十二 条第 一項 第三 号に おい て単 に「子 」と いう 。)と同 居し てい ると き

で あっ て、 配偶 者が 幼年 の子 を連 れ戻 すと 疑う に足 りる 言動 を行 って いる こと その 他

の 事情 があ るこ とか ら被 害者 がそ の同 居し てい る子 に関 して 配偶 者と 面会 する こと を

余 儀な くさ れる こと を防 止す るた め必 要が ある と認 める とき は、 第一 項第 一号 の規 定

に よる 命令 を発 する 裁判 所又 は発 した 裁判 所は 、被 害者 の申 立て によ り、 その 生命 又

は 身体 に危 害が 加え られ るこ とを 防止 する ため 、当 該配 偶者 に対 し、 命令 の効 力が 生

じ た日 以後 、同 号の 規定 によ る命 令の 効力 が生 じた 日か ら起 算し て六 月を 経過 する 日

ま での 間、当該 子の 住居 (当 該配 偶者 と共 に生活 の本 拠と して いる 住居 を除 く。以下 こ

の 項に おい て同 じ。)、就 学す る学 校そ の他 の場 所に おい て当 該子 の身 辺に つき まと い、

又 は当 該子 の住 居、 就学 する 学校 その 他そ の通 常所 在す る場 所の 付近 をは いか いし て

は なら ない こと を命 ずる もの とす る。 ただ し、 当該 子が 十五 歳以 上で ある とき は、 そ

の 同意 があ る場 合に 限る 。 

４  第 一項 本文 に規 定す る場 合に おい て、 配偶 者が 被害 者の 親族 その 他被 害者 と社 会生

活 にお いて 密接 な関 係を 有す る者 (被 害者 と同居 して いる 子及 び配 偶者 と同 居し てい

る 者を 除く 。以 下こ の項 及び 次項 並び に第 十二 条第 一項 第四 号に おい て「 親族 等」 と

い う。)の 住居 に押 し掛け て著 しく 粗野 又は 乱暴 な言 動を 行っ てい るこ とそ の他 の事 情

が ある こと から 被害 者が その 親族 等に 関し て配 偶者 と面 会す るこ とを 余儀 なく され る

こ とを 防止 する ため 必要 があ ると 認め ると きは 、第 一項 第一 号の 規定 によ る命 令を 発

す る裁 判所 又は 発し た裁 判所 は、 被害 者の 申立 てに より 、そ の生 命又 は身 体に 危害 が

加 えら れる こと を防 止す るた め、 当該 配偶 者に 対し 、命 令の 効力 が生 じた 日以 後、 同

号 の規 定に よる 命令 の効 力が 生じ た日 から 起算 して 六月 を経 過す る日 まで の間 、当 該

親 族等 の住 居(当該 配偶者 と共 に生 活の 本拠 とし てい る住 居を 除く 。以 下こ の項 にお い

て 同じ 。)その 他の 場所に おい て当 該親 族等 の身 辺に つき まと い、又は 当該 親族 等の 住

居 、勤 務先 その 他そ の通 常所 在す る場 所の 付近 をは いか いし ては なら ない こと を命 ず

る もの とす る。 

５  前 項の 申立 ては 、当 該親 族等 (被 害者 の十五 歳未 満の 子を 除く 。以 下こ の項 にお いて

同 じ 。)の同 意(当該 親族 等が 十五 歳未 満の 者又 は成 年被 後見 人で ある 場合 にあ って は、

そ の法 定代 理人 の同 意)が ある 場合 に限 り、 する こと がで きる 。 
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(管轄 裁判 所) 

第 十一 条 前条 第一 項の 規定 によ る命 令の 申立 てに 係る 事件 は、相手 方の 住所 (日 本国 内

に 住所 がな いと き又 は住 所が 知れ ない とき は居 所)の所 在地 を管 轄する 地方 裁判 所の

管 轄に 属す る。 

２  前 条第 一項 の規 定に よる 命令 の申 立て は、 次の 各号 に掲 げる 地を 管轄 する 地方 裁判

所 にも する こと がで きる 。 

一  申 立人 の住 所又 は居 所の 所在 地 

二  当 該申 立て に係 る配 偶者 から の身 体に 対す る暴 力又 は生 命等 に対 する 脅迫 が行 わ

れ た地 

（ 保護 命令 の申 立て ） 

第 十二 条 第十 条第 一項 から 第四 項ま での 規定 によ る命 令(以下 「保護 命令 」と いう 。)

の 申立 ては 、次 に掲 げる 事項 を記 載し た書 面で しな けれ ばな らな い。 

一  配 偶者 から の身 体に 対す る暴 力又 は生 命等 に対 する 脅迫 を受 けた 状況 

二  配 偶者 から の更 なる 身体 に対 する 暴力 又は 配偶 者か らの 生命 等に 対す る脅 迫を 受

け た後 の配 偶者 から 受け る身 体に 対す る暴 力に より 、生 命又 は身 体に 重大 な危 害を

受 ける おそ れが 大き いと 認め るに 足り る申 立て の時 にお ける 事情 

三  第 十条 第三 項の 規定 によ る命 令の 申立 てを する 場合 にあ って は、 被害 者が 当該 同

居 して いる 子に 関し て配 偶者 と面 会す るこ とを 余儀 なく され るこ とを 防止 する ため

当 該命 令を 発す る必 要が ある と認 める に足 りる 申立 ての 時に おけ る事 情 

四  第 十条 第四 項の 規定 によ る命 令の 申立 てを する 場合 にあ って は、 被害 者が 当該 親

族 等に 関し て配 偶者 と面 会す るこ とを 余儀 なく され るこ とを 防止 する ため 当該 命令

を 発す る必 要が ある と認 める に足 りる 申立 ての 時に おけ る事 情 

五  配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター の職 員又 は警 察職 員に 対し 、前 各号 に掲 げる 事項 に

つ いて 相談 し、 又は 援助 若し くは 保護 を求 めた 事実 の有 無及 びそ の事 実が ある とき

は 、次 に掲 げる 事項 

イ  当 該配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター 又は 当該 警察 職員 の所 属官 署の 名称 

ロ  相 談し 、又 は援 助若 しく は保 護を 求め た日 時及 び場 所 

ハ  相 談又 は求 めた 援助 若し くは 保護 の内 容 

ニ  相 談又 は申 立人 の求 めに 対し て執 られ た措 置の 内容 

２  前 項の 書面 (以 下「申 立書 」と いう 。)に同項 第五 号イ から ニま でに 掲げ る事 項の 記

載 がな い場 合に は、 申立 書に は、 同項 第一 号か ら第 四号 まで に掲 げる 事項 につ いて の

申 立人 の供 述を 記載 した 書面 で公 証人 法(明治四 十一 年法 律第 五十 三号 )第 五十 八条 ノ

二 第一 項の 認証 を受 けた もの を添 付し なけ れば なら ない 。 

（ 迅速 な裁 判） 

第 十三 条 裁判 所は 、保 護命 令の 申立 てに 係る 事件 につ いて は、 速や かに 裁判 をす るも

の とす る。 

（ 保護 命令 事件 の審 理の 方法 ） 

第 十四 条 保護 命令 は、 口頭 弁論 又は 相手 方が 立ち 会う こと がで きる 審尋 の期 日を 経な

け れば 、こ れを 発す るこ とが でき ない 。た だし 、そ の期 日を 経る こと によ り保 護命 令

の 申立 ての 目的 を達 する こと がで きな い事 情が ある とき は、 この 限り でな い。 

２  申 立書 に第 十二 条第 一項 第五 号イ から ニま でに 掲げ る事 項の 記載 があ る場 合に は、

裁 判所 は、 当該 配偶 者暴 力相 談支 援セ ンタ ー又 は当 該所 属官 署の 長に 対し 、申 立人 が

相 談し 又は 援助 若し くは 保護 を求 めた 際の 状況 及び これ に対 して 執ら れた 措置 の内 容

を 記載 した 書面 の提 出を 求め るも のと する 。こ の場 合に おい て、 当該 配偶 者暴 力相 談

支 援セ ンタ ー又 は当 該所 属官 署の 長は 、こ れに 速や かに 応ず るも のと する 。 

３  裁 判所 は、 必要 があ ると 認め る場 合に は、 前項 の配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター 若し

く は所 属官 署の 長又 は申 立人 から 相談 を受 け、 若し くは 援助 若し くは 保護 を求 めら れ
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た 職員 に対 し、 同項 の規 定に より 書面 の提 出を 求め た事 項に 関し て更 に説 明を 求め る

こ とが でき る。 

（ 保護 命令 の申 立て につ いて の決 定等 ） 

第 十五 条 保護 命令 の申 立て につ いて の決 定に は、 理由 を付 さな けれ ばな らな い。 ただ

し 、口 頭弁 論を 経な いで 決定 をす る場 合に は、 理由 の要 旨を 示せ ば足 りる 。 

２  保 護命 令は 、相 手方 に対 する 決定 書の 送達 又は 相手 方が 出頭 した 口頭 弁論 若し くは

審 尋の 期日 にお ける 言渡 しに よっ て、 その 効力 を生 ずる 。 

３  保 護命 令を 発し たと きは 、裁 判所 書記 官は 、速 やか にそ の旨 及び その 内容 を申 立人

の 住所 又は 居所 を管 轄す る警 視総 監又 は道 府県 警察 本部 長に 通知 する もの とす る。 

４  保 護命 令を 発し た場 合に おい て、 申立 人が 配偶 者暴 力相 談支 援セ ンタ ーの 職員 に対

し 相談 し、 又は 援助 若し くは 保護 を求 めた 事実 があ り、 かつ 、申 立書 に当 該事 実に 係

る 第十 二条 第一 項第 五号 イか らニ まで に掲 げる 事項 の記 載が ある とき は、 裁判 所書 記

官 は、 速や かに 、保 護命 令を 発し た旨 及び その 内容 を、 当該 申立 書に 名称 が記 載さ れ

た 配偶 者暴 力相 談支 援セ ンタ ー(当該 申立 書に名 称が 記載 され た配 偶者 暴力 相談 支援

セ ンタ ーが 二以 上あ る場 合に あっ ては 、申 立人 がそ の職 員に 対し 相談 し、 又は 援助 若

し くは 保護 を求 めた 日時 が最 も遅 い配 偶者 暴力 相談 支援 セン ター )の長 に通 知す るも

の とす る。 

５  保 護命 令は 、執 行力 を有 しな い。 

（ 即時 抗告 ） 

第 十六 条 保護 命令 の申 立て につ いて の裁 判に 対し ては 、即時 抗告を する こと がで きる。 

２  前 項の 即時 抗告 は、 保護 命令 の効 力に 影響 を及 ぼさ ない 。 

３  即 時抗 告が あっ た場 合に おい て、 保護 命令 の取 消し の原 因と なる こと が明 らか な事

情 があ るこ とに つき 疎明 があ った とき に限 り、 抗告 裁判 所は 、申 立て によ り、 即時 抗

告 につ いて の裁 判が 効力 を生 ずる まで の間 、保 護命 令の 効力 の停 止を 命ず るこ とが で

き る。 事件 の記 録が 原裁 判所 に存 する 間は 、原 裁判 所も 、こ の処 分を 命ず るこ とが で

き る。 

４  前 項の 規定 によ り第 十条 第一 項第 一号 の規 定に よる 命令 の効 力の 停止 を命 ずる 場合

に おい て、 同条 第二 項か ら第 四項 まで の規 定に よる 命令 が発 せら れて いる とき は、 裁

判 所は 、当 該命 令の 効力 の停 止を も命 じな けれ ばな らな い。 

５  前 二項 の規 定に よる 裁判 に対 して は、 不服 を申 し立 てる こと がで きな い。 

６  抗 告裁 判所 が第 十条 第一 項第 一号 の規 定に よる 命令 を取 り消 す場 合に おい て、 同条

第 二項 から 第四 項ま での 規定 によ る命 令が 発せ られ てい ると きは 、抗 告裁 判所 は、 当

該 命令 をも 取り 消さ なけ れば なら ない 。 

７  前 条第 四項 の規 定に よる 通知 がさ れて いる 保護 命令 につ いて 、第 三項 若し くは 第四

項 の規 定に より その 効力 の停 止を 命じ たと き又 は抗 告裁 判所 がこ れを 取り 消し たと き

は 、裁 判所 書記 官は 、速 やか に、 その 旨及 びそ の内 容を 当該 通知 をし た配 偶者 暴力 相

談 支援 セン ター の長 に通 知す るも のと する 。 

８  前 条第 三項 の規 定は 、第 三項 及び 第四 項の 場合 並び に抗 告裁 判所 が保 護命 令を 取り

消 した 場合 につ いて 準用 する 。 

（ 保護 命令 の取 消し ） 

第 十七 条 保護 命令 を発 した 裁判 所は 、当 該保 護命 令の 申立 てを した 者の 申立 てが あっ

た 場合 には 、当 該保 護命 令を 取り 消さ なけ れば なら ない 。第 十条 第一 項第 一号 又は 第

二 項か ら第 四項 まで の規 定に よる 命令 にあ って は同 号の 規定 によ る命 令が 効力 を生 じ

た 日か ら起 算し て三 月を 経過 した 後に おい て、 同条 第一 項第 二号 の規 定に よる 命令 に

あ って は当 該命 令が 効力 を生 じた 日か ら起 算し て二 週間 を経 過し た後 にお いて 、こ れ

ら の命 令を 受け た者 が申 し立 て、 当該 裁判 所が これ らの 命令 の申 立て をし た者 に異 議

が ない こと を確 認し たと きも 、同 様と する 。 
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２  前 条第 六項 の規 定は 、第 十条 第一 項第 一号 の規 定に よる 命令 を発 した 裁判 所が 前項

の 規定 によ り当 該命 令を 取り 消す 場合 につ いて 準用 する 。 

３  第 十五 条第 三項 及び 前条 第七 項の 規定 は、 前二 項の 場合 につ いて 準用 する 。 

（ 第十 条第 一項 第二 号の 規定 によ る命 令の 再度 の申 立て ） 

第 十八 条 第十 条第 一項 第二 号の 規定 によ る命 令が 発せ られ た後 に当 該発 せら れた 命令

の 申立 ての 理由 とな った 身体 に対 する 暴力 又は 生命 等に 対す る脅 迫と 同一 の事 実を 理

由 とす る同 号の 規定 によ る命 令の 再度 の申 立て があ った とき は、 裁判 所は 、配 偶者 と

共 に生 活の 本拠 とし てい る住 居か ら転 居し よう とす る被 害者 がそ の責 めに 帰す るこ と

の でき ない 事由 によ り当 該発 せら れた 命令 の効 力が 生ず る日 から 起算 して 二月 を経 過

す る日 まで に当 該住 居か らの 転居 を完 了す るこ とが でき ない こと その 他の 同号 の規 定

に よる 命令 を再 度発 する 必要 があ ると 認め るべ き事 情が ある とき に限 り、 当該 命令 を

発 する もの とす る。 ただ し、 当該 命令 を発 する こと によ り当 該配 偶者 の生 活に 特に 著

し い支 障を 生ず ると 認め ると きは 、当 該命 令を 発し ない こと がで きる 。 

２  前 項の 申立 てを する 場合 にお ける 第十 二条 の規 定の 適用 につ いて は、 同条 第一 項各

号 列記 以外 の部 分中 「次 に掲 げる 事項 」と ある のは 「第 一号 、第 二号 及び 第五 号に 掲

げ る事 項並 びに 第十 八条 第一 項本 文の 事情 」と 、同項 第五 号中「前 各号 に掲 げる 事項 」

と ある のは 「第 一号 及び 第二 号に 掲げ る事 項並 びに 第十 八条 第一 項本 文の 事情 」と 、

同 条第 二項 中「 同項 第一 号か ら第 四号 まで に掲 げる 事項 」と ある のは 「同 項第 一号 及

び 第二 号に 掲げ る事 項並 びに 第十 八条 第一 項本 文の 事情 」と する 。 

（ 事件 の記 録の 閲覧 等） 

第 十九 条 保護 命令 に関 する 手続 につ いて 、当 事者 は、 裁判 所書 記官 に対 し、 事件 の記

録 の閲 覧若 しく は謄 写、 その 正本 、謄 本若 しく は抄 本の 交付 又は 事件 に関 する 事項 の

証 明書 の交 付を 請求 する こと がで きる 。た だし 、相 手方 にあ って は、 保護 命令 の申 立

て に関 し口 頭弁 論若 しく は相 手方 を呼 び出 す審 尋の 期日 の指 定が あり 、又 は相 手方 に

対 する 保護 命令 の送 達が ある まで の間 は、 この 限り でな い。 

（ 法務 事務 官に よる 宣誓 認証 ） 

第 二十 条 法務 局若 しく は地 方法 務局 又は その 支局 の管 轄区 域内 に公 証人 がい ない 場合

又 は公 証人 がそ の職 務を 行う こと がで きな い場 合に は、 法務 大臣 は、 当該 法務 局若 し

く は地 方法 務局 又は その 支局 に勤 務す る法 務事 務官 に第 十二 条第 二項 (第 十八 条第 二

項 の規 定に より 読み 替え て適 用す る場 合を 含む 。)の認 証を 行わ せるこ とが でき る。 

（ 民事 訴訟 法の 準用 ） 

第 二十 一条  こ の法 律に 特別 の定 めが ある 場合 を除 き、 保護 命令 に関 する 手続 に関 して

は 、そ の性 質に 反しない 限り 、民 事訴 訟法 (平成 八年 法律 第百 九号 )の規 定を 準用 する 。 

（ 最高 裁判 所規 則） 

第 二十 二条  こ の法 律に 定め るも のの ほか 、保 護命 令に 関す る手 続に 関し 必要 な事 項は 、

最 高裁 判所 規則 で定 める 。 

 

第 五章  雑 則 

（ 職務 関係 者に よる 配慮 等） 

第 二十 三条  配 偶者 から の暴 力に 係る 被害 者の 保護 、捜 査、 裁判 等に 職務 上関 係の ある

者 (次 項に おい て「 職務関 係者 」と いう 。)は、そ の職 務を 行う に当 たり 、被 害者 の心

身 の状 況、 その 置か れて いる 環境 等を 踏ま え、 被害 者の 国籍 、障 害の 有無 等を 問わ ず

そ の人 権を 尊重 する とと もに 、そ の安 全の 確保 及び 秘密 の保 持に 十分 な配 慮を しな け

れ ばな らな い。 

２  国 及び 地方 公共 団体 は、 職務 関係 者に 対し 、被 害者 の人 権、 配偶 者か らの 暴力 の特

性 等に 関す る理 解を 深め るた めに 必要 な研 修及 び啓 発を 行う もの とす る。 
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（ 教育 及び 啓発 ） 

第 二十 四条  国 及び 地方 公共 団体 は、 配偶 者か らの 暴力 の防 止に 関す る国 民の 理解 を深

め るた めの 教育 及び 啓発 に努 める もの とす る。 

（ 調査 研究 の推 進等 ） 

第 二十 五条  国 及び 地方 公共 団体 は、 配偶 者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護に 資す

る ため 、加 害者 の更 生の ため の指 導の 方法 、被 害者 の心 身の 健康 を回 復さ せる ため の

方 法等 に関 する 調査 研究 の推 進並 びに 被害 者の 保護 に係 る人 材の 養成 及び 資質 の向 上

に 努め るも のと する 。 

（ 民間 の団 体に 対す る援 助） 

第 二十 六条  国 及び 地方 公共 団体 は、 配偶 者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護を 図る

た めの 活動 を行 う民 間の 団体 に対 し、 必要 な援 助を 行う よう 努め るも のと する 。 

（ 都道 府県 及び 市の 支弁 ） 

第 二十 七条  都 道府 県は 、次 の各 号に 掲げ る費 用を 支弁 しな けれ ばな らな い。 

一  第 三条 第三 項の 規定 に基 づき 同項 に掲 げる 業務 を行 う婦 人相 談所 の運 営に 要す る

費 用(次号 に掲 げる 費用を 除く 。) 

二  第 三条 第三 項第 三号 の規 定に 基づ き婦 人相 談所 が行 う一 時保 護(同 条第 四項 に規

定 する 厚生 労働 大臣 が定 める 基準 を満 たす 者に 委託 して 行う 場合 を含 む。)に 要する

費 用 

三  第 四条 の規 定に 基づ き都 道府 県知 事の 委嘱 する 婦人 相談 員が 行う 業務 に要 する 費   

 用  

四  第 五条 の規 定に 基づ き都 道府 県が 行う 保護 (市 町村 、社 会福 祉法人 その 他適 当と 認

め る者 に委 託し て行 う場 合を 含む 。)及び これに 伴い 必要 な事 務に 要す る費 用 

２  市 は、 第四 条の 規定 に基 づき その 長の 委嘱 する 婦人 相談 員が 行う 業務 に要 する 費用

を 支弁 しな けれ ばな らな い。 

（ 国の 負担 及び 補助 ） 

第 二十 八条  国 は、 政令 の定 める とこ ろに より 、都 道府 県が 前条 第一 項の 規定 によ り支

弁 した 費用 のう ち、 同項 第一 号及 び第 二号 に掲 げる もの につ いて は、 その 十分 の五 を

負 担す るも のと する 。 

２  国 は、 予算 の範 囲内 にお いて 、次 の各 号に 掲げ る費 用の 十分 の五 以内 を補 助す るこ

と がで きる 。 

一  都 道府 県が 前条 第一 項の 規定 によ り支 弁し た費 用の うち 、同 項第 三号 及び 第四 号

に 掲げ るも の 

二  市 が前 条第 二項 の規 定に より 支弁 した 費用 

 

第 六章  罰 則 

第 二十 九条  保 護命 令に 違反 した 者は 、一年以 下の 懲役 又は 百万 円以 下の 罰金 に処 する。 

第 三十 条 第十 二条 第一 項(第十 八条 第二 項の規 定に より 読み 替え て適 用す る場 合を 含

む 。)の規 定に より 記載す べき 事項 につ いて 虚偽 の記 載の ある 申立 書に より 保護 命令 の

申 立て をし た者 は、 十万 円以 下の 過料 に処 する 。 

 

附  則  抄 

（ 施行 期日 ） 

第 一条  こ の法 律は 、公 布の 日か ら起 算し て六 月を 経過 した 日か ら施 行す る。 ただ し、

第 二章 、第 六条 (配 偶者暴 力相 談支 援セ ンタ ーに 係る 部分 に限 る。 )、第 七条 、第 九条 (配   

偶 者暴 力相 談支 援セ ンタ ーに 係る 部分 に限 る。)、第 二十 七条 及び 第二 十八 条の 規定 は、

平 成十 四年 四月 一日 から 施行 する 。 

（ 経過 措置 ） 
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第 二条  平 成十 四年 三月 三十 一日 まで に婦 人相 談所 に対 し被 害者 が配 偶者 から の身 体に

対 する 暴力 に関 して 相談 し、 又は 援助 若し くは 保護 を求 めた 場合 にお ける 当該 被害 者

か らの 保護 命令 の申 立て に係 る事 件に 関す る第 十二 条第 一項 第四 号並 びに 第十 四条 第

二 項及 び第 三項 の規 定の 適用 につ いて は、 これ らの 規定 中「 配偶 者暴 力相 談支 援セ ン

タ ー」 とあ るの は、 「婦 人相 談所 」と する 。 

（ 平一 六法 六四 ・一 部改 正） 

（ 検討 ） 

第 三条  こ の法 律の 規定 につ いて は、 この 法律 の施 行後 三年 を目 途と して 、こ の法 律の

施 行状 況等 を勘 案し 、検 討が 加え られ 、そ の結 果に 基づ いて 必要 な措 置が 講ぜ られ る

も のと する 。 

 

附  則  (平成 一六 年六月 二日 法律 第六 四号 ) 

（ 施行 期日 ） 

第 一条  こ の法 律は 、公 布の 日か ら起 算し て六 月を 経過 した 日か ら施 行す る。 

（ 経過 措置 ） 

第 二条  こ の法 律の 施行 前に した この 法律 によ る改 正前 の配 偶者 から の暴 力の 防止 及び

被 害者 の保 護に 関す る法 律(次項 にお いて 「旧法 」と いう 。)第十 条の規 定に よる 命令

の 申立 てに 係る 同条 の規 定に よる 命令 に関 する 事件 につ いて は、なお 従前 の例 による。 

２  旧 法第 十条 第二 号の 規定 によ る命 令が 発せ られ た後 に当 該命 令の 申立 ての 理由 とな

っ た身 体に 対す る不 法な 攻撃 であ って 生命 又は 身体 に危 害を 及ぼ すも のと 同一 の事 実

を 理由 とす るこ の法 律に よる 改正 後の 配偶 者か らの 暴力 の防 止及 び被 害者 の保 護に 関

す る法 律(以下 「新 法」と いう 。)第十 条第 一項第 二号 の規 定に よる 命令 の申 立て (こ の

法 律の 施行 後最 初に され るも のに 限る 。)があっ た場 合に おけ る新 法第 十八 条第 一項 の

規 定の 適用 につ いて は、 同項 中「 二月 」と ある のは 、「 二週 間」 とす る。 

（ 検討 ） 

第 三条  新 法の 規定 につ いて は、 この 法律 の施 行後 三年 を目 途と して 、新 法の 施行 状況

等 を勘 案し 、検 討が 加え られ 、そ の結 果に 基づ いて 必要 な措 置が 講ぜ られ るも のと す

る 。 

附  則  (平成 一九 年七月 一一 日法 律第 一一 三号 ) 抄 

（ 施行 期日 ） 

第 一条  こ の法 律は 、公 布の 日か ら起 算し て六 月を 経過 した 日か ら施 行す る。 

（ 経過 措置 ） 

第 二条  こ の法 律の 施行 前に した この 法律 によ る改 正前 の配 偶者 から の暴 力の 防止 及び

被 害者 の保 護に 関す る法 律第 十条 の規 定に よる 命令 の申 立て に係 る同 条の 規定 によ る

命 令に 関す る事 件に つい ては 、な お従 前の 例に よる 。 
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