
 

 

                      

 

 

 

かまくら 21 男女共同参画プラン(第２次） 

改訂版 

 

               

         

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年３月 

鎌 倉 市 



 

 

 

プラン策定の背景 

プラン策定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

世界・国・県・市の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
 

第１章 基本構想  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

第１節 基本理念  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

第２節 策定の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  11  

第３節 プランの性格  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 
 

第２章 基本計画   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

基本計画の体系   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

目標１ あらゆる分野への男女共同参画の促進 ・・・・・・・・・・  15 

１ 鎌倉らしいまちづくりへの男女共同参画 ・・・・・・・・・・  15 

２ 国際交流、国際協力の男女共同参画 ・・・・・・・・・・・・  17 

３ 政策・方針決定の場への女性の参画 ・・・・・・・・・・・・  18 

４ さまざまなチャレンジ支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・  19 

目標２ 心豊かに暮らせる地域社会の実現 ・・・・・・・・・・・・  21 

１ 生活の安定と福祉の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  21 

２ 子育て期の父母への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  22 

３ 心とからだの健康づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・  24 

目標３ 仕事と生活の調和のための環境づくり ・・・・・・・・・・  27 

１ 男女がともに働く個人としての意識改革の推進 ・・・・・・・  27 

２ 働く場での男女の均等な機会と平等な待遇の確保 ・・・・・・  29 

３ 職場・就業環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  30 

目標４ 男女共同参画社会実現の意識づくり ・・・・・・・・・・・  33 

１ あらゆる場面での男女平等教育の推進 ・・・・・・・・・・・  33 

２ 家庭生活への男女共同参画の意識づくり ・・・・・・・・・・  34 

３ 社会制度、慣習の見直しと多様な生き方の尊重 ・・・・・・・  35 

目標５ 配偶者等に対する暴力の根絶と人権の尊重 ・・・・・・・・  37 

１ 配偶者等に対する暴力防止の啓発 ・・・・・・・・・・・・・  37 

２ 配偶者等からの暴力被害者への相談体制の整備・充実 ・・・・  38 

      ３ 配偶者等からの暴力被害者の安全確保と自立支援 ・・・・・・  38 

 

第３章 推進体制の充実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 

第１節 行政の推進体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 

第２節 関係機関等への働きかけ事項 ・・・・・・・・・・・・・・  42 

 

   資   料 

目  次 

 



 

 

1 

   

 

プラン策定の趣旨 

 

鎌倉市では、性別による差別を解消し、個人一人ひとりの能力が活かされ、社会のあ

らゆる分野における男女共同参画社会の実現を目指して、平成５年（1993 年）に「かま

くら女性プラン」を策定しました。 

21 世紀に入り、少子高齢化の進行、情報化、国際化など、あらゆる分野で男女を取り

巻く社会環境が変化する中、平成 11 年（1999 年）６月に「男女共同参画社会基本法」

（平成 11 年法律第 78 号）が施行されるなど、男女が社会の対等な構成員として共

に責任を担う社会制度の整備が図られてきました。 

 

本市においては、平成 13 年（2001 年）１月に「かまくら女性プラン」を継承した「か

まくら 21 男女共同参画プラン」（以下「当初プラン」という。）を策定しました。また、

男女平等の理念のもと、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現に取り組む姿勢を明らかにするため、平成 19 年（2007 年）２月に「鎌倉市男女共

同参画推進条例」（平成 19 年条例第 24 号）（以下「条例」という。）を施行しまし

た。 

当初プランや条例の基本理念をもとに、市民、民間企業、市が協働し、男女共同参画

社会の実現に向けさまざまな取組を実施してきましたが、少子高齢化のさらなる進展、

経済の低迷による非正規労働者の増加と貧困・格差拡大、異性に対する暴力の根絶と被

害者支援などが大きな課題になってきています。 

男女共同参画は、個人の尊厳と男女両性の本質的平等という視点に立ち進めていかな

ければなりません。このため、社会環境の変化や課題を踏まえ、女性にとっても男性に

とっても生きやすい社会を一層推進するため、「かまくら 21 男女共同参画プラン（第２

次）」を策定します。    

【表１】鎌倉市年齢３区分別人口（平成 27 年（2015 年）10 月１日現在 国勢調査人口）  

  ０～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 年齢不詳 計 

男 10,530 48,569 22,358 207 81,664 

女 10,100 50,604 30,501 150 91,355 

計 20,630 99,173 52,859 357 173,019 

構成比 11.9％ 57.4％ 30.6％ 0.1％ 100.0％ 

      

参考：平成 13 年（2001 年）（プラン策定時）の人口構成比   

  ０～14 歳 15～64 歳 65 歳以上  

構成比 11.1％ 67.5％ 21.4％  

プラン策定の背景 
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世界・国・県・鎌倉市の動向 

 

≪世 界≫ 

 昭和20年（1945年）に発足した国際連合は、翌年男女の平等を人権の重要な柱として、

「婦人の地位委員会」を設け、さまざまな取組を進めました。 

 また、昭和50年（1975年）を「国際婦人年」として133カ国の政府機関などの代表による

世界会議をメキシコシティーで開催し、平等・開発・平和を目標に各国がとるべき施策へ

の指針を与える「世界行動計画」を採択しました。翌昭和51年（1976年）から昭和60年（1985

年）を「国連婦人の十年」として男女平等への取組を進めました。 

 昭和54年（1979年）の国連総会では「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する

条約」を採択し、同条約は昭和56年（1981年）に発効しました。さらに、昭和60年（1985

年）に開かれた「国連婦人の十年」最終年世界会議（ナイロビで開催）は、「2000年に向

けての婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」を160余国の政府代表の参加のもとに採

択しました。 

 平成２年（1990年）には、これについての第１回目の見直しと評価が、また５年後の平

成７年（1995年）には、第４回世界女性会議（北京で開催）で２回目の見直しと評価が行

われ、「北京宣言及び行動綱領」を採択し、女性のエンパワーメント（女性が力をつける

こと）が強調されました。 

 平成12年（2000年）には、国連特別総会「女性2000年会議」（ニューヨークで開催）が

開かれ、各国の決意表明や理念をうたう「政治宣言」と、行動綱領の実施促進のための「北

京宣言及び行動綱領実施のための更なるイニシアティブ」（成果文書）が採択されました。 

日本政府は、平成10年（1998年）と平成14年（2002年）に国連女子差別撤廃委員会（以

下「国連委員会」という。）に「女子差別撤廃条約実施状況報告」（以下「報告」という。）

を行いました。これに対し、平成15年（2003年）には、国連委員会からは、男女共同参画

社会基本法及び「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13年法律

第31号）（以下「配偶者暴力防止法」という。）が制定されたこと等は評価するものの、女

性に対する暴力の問題について、人権の侵害として取組強化が必要である等の勧告を受け

ました。 

平成20年（2008年）に日本政府が国連委員会に行った報告では、国連委員会からは、選

択的夫婦別氏制度などの制度見直しや女性の雇用及び公的活動への女性参画に重点を置く

ことなどについて指摘を受けました。国では、それを踏まえ第３次男女共同参画基本計画

を策定し、夫婦や家族のあり方の多様化や国連委員会の見解を踏まえた制度の見直しの検

討を進めるなど、各種施策を推進することとしました。 

 

≪日 本≫ 

 日本では、昭和50年（1975年）に、総理府に「婦人問題企画推進本部」を設置し、「世

界行動計画」を踏まえ、日本の実情をもとに昭和52年（1977年）に「国内行動計画」を策

定しました。昭和60年（1985年）に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条
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約」を批准し、昭和62年（1987年）には「新・国内行動計画」を、平成３年（1991年）の

第一次改訂を経て、平成８年（1996年）に「男女共同参画2000年プラン」を、また、平成

12年（2000年）には「男女共同参画基本計画」を策定しました。 

 こうした中で、昭和61年（1986年）には「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法律」（昭和60年法律第45号）（いわゆる「男女雇用機会均等法」）

が改正施行され、定年、解雇などで女性の差別的な取扱が禁じられました。平成４年（1992

年）には、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

（平成３年法律第76号）（いわゆる「育児・介護休業法」）が施行され、平成７年（1995

年）には同法の一部改正が行われました。  

平成11年（1999年）には、男女共同参画社会の形成を目指すため、国・地方公共団体・

国民の責務を明記し、地方公共団体に男女共同参画計画を定めることなどをうたった、男

女共同参画社会基本法が施行されました。この法律に基づき国が定める「男女共同参画基

本計画」は、平成12年（2000年）に第１次計画が策定され、さまざまな課題解決を図るた

めに男女共同参画社会の実現が必要不可欠として、男女共同参画社会基本法のもと、５年

ごとに「男女共同参画基本計画」を策定し、改定が重ねられてきました。特に、近時は、

女性の活躍に対する取組が急速に拡大し、平成27年（2015年）８月には「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）

が成立しています。それに合わせ、同年12月には、男女共同参画会議からの答申を踏まえ、

第４次男女共同参画基本計画が決定されました。この計画では、長時間勤務や転勤が当然

とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行等を変革することや、女性活躍推

進法の着実な施行等により女性の採用・登用推進のための取組や将来指導的地位へ成長し

ていく人材を厚くするための取組を進めること、地域における推進体制を強化することな

どを強調しています。 

 その他、平成19年（2007年）に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

が策定され、仕事と生活の調和の実現に向け官民一体となっての取組が始まりました。 

また、配偶者暴力防止法も改正され、市町村においても配偶者等(注)からの暴力被害者に

対する自立支援対策を充実させるため、市町村における基本計画の策定が努力義務化され

ました。 

 

(注) 配偶者等 

  配偶者等には、配偶者のほか、事実上婚姻関係にある者や、元配偶者などが含まれます。 
 

≪神奈川県≫ 

 県は、昭和57年（1982年）に「かながわ女性プラン」を策定し、同年、女性の総合施設

である「かながわ女性センター」を開館しました。また同年、県民女性の自主的団体であ

る「かながわ女性会議」が発足しました。 

 県は、昭和62年（1987年）には「新かながわ女性プラン」を、平成９年（1997年）には、

男女共同参画社会の実現を目標とした「かながわ女性プラン21」を策定しました。 

 県は、平成14年（2002年）に神奈川県男女共同参画推進条例を施行し、翌年には男女共
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同参画社会基本法に基づく「かながわ男女共同参画推進プラン」を策定し、その後改定を

重ね、平成25年（2013年）には「かながわ男女共同参画推進プラン（第３次）」を策定し

ました。現在は、平成30年度から５年間の次期プラン（第４次）に向けて、改定作業が進

められています。また、平成27年（2015年）４月には、かながわ女性センターは県藤沢合

同庁舎に移転し、名称を「かながわ男女共同参画センター（愛称：かなテラス）」に変え、

これまでの女性を中心とした取組に加え、男性、企業、若者にも重点を置いた取組を展開

しています。 

 

≪鎌倉市≫ 

 本市では、昭和61年（1986年）５月に、女性行政についての庁内連絡組織として「婦人

問題行政連絡会」を設置し、平成２年（1990年）12月には女性行政の総合的推進を図るた

め、庁内組織として市長を本部長とした「女性行政推進本部」を設置し、翌年４月に教育

委員会社会教育課に「女性行政担当」を設置し、女性行政への取組を始めました。 

 さらに、女性行政を第２次鎌倉市総合計画の後期基本計画（平成３年度～平成７年度を

計画期間とする。）に「女性の社会参加」として位置付け、女性問題を社会における男女

両性の共通課題とし、男女共同社会の実現を図るため、「女性プラン」を策定していくこ

とを決定しました。そのプラン策定のため、平成３年（1991年）５月に「かまくら女性会

議」を設置し、女性プラン案についての検討を求めました。 

 本市は、平成３年（1991年）４、５月に「男女共同社会についての市民意向調査」を実

施してプランの基礎資料とし、平成４年（1992年）12月に、同会議から市長への仮称「か

まくら女性プラン」案の提言を受け、この提言をもとに平成５年（1993年）３月に「かま

くら女性プラン」を策定しました。さらに平成４年（1992年）８月から女性問題情報誌「パ

スポート」を、また、翌年からは女性問題啓発冊子を発行しています。 

 本市は、平成５年（1993年）に「かまくら女性プラン」の総合的推進を図るため「鎌倉

市男女共同社会推進協議会」を設置し、同協議会から平成11年（1999年）３月に「新かま

くら女性プランの策定に向けて」の提言を受けました。これを受け、同年６月に新しい女

性プランの素案を審議する「新かまくら女性プラン策定会議」を設置し、平成12年（2000

年）11月に同会議から仮称「かまくら21男女共同参画プランについて」が市長に提出され、

それをもとに当初プランを策定しました。 

   

当初プラン策定後は、本市が平成 15 年度に実施した市民意識調査では、国が実施した同

様な調査に比べ、男女共同参画に関する市民の意識が高まっていない結果となったことか

ら、さらに男女共同参画を推進することに対する重要性を認識しました。また、平成 15

年（2003 年）に発足した『男女共同参画市民ネットワーク「アンサンブル 21」』（以下「ア

ンサンブル 21」という。）から、平成 17 年（2005 年）３月に提言「男女共同参画社会の実

現へ向けて」を受け、男女共同参画推進条例の策定を目指すことになりました。 

平成 17 年（2005 年）４月から、この提言の趣旨を尊重しつつ、アンサンブル 21 及び人

権について専門的な知識を有する委員で構成する「かまくら人権施策推進委員会」におい
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て検討を重ね、大綱素案を作成し、庁内意見を反映し、同年 12 月に条例大綱を策定しまし

た。 

本市では、平成 18 年（2006 年）１月から２月までの１か月間、この条例大綱に対する

市民意見を募集したところ、121 名 345 件の意見がありました。同年７月には、市民意見

に対する市の考え方を加えて公表しました。条例大綱は、市民意見を考慮して修正を加え

たうえで、「男女共同参画推進条例案」として、平成 18 年市議会 12 月定例会で可決成立し

ました。 

 

《かまくら21男女共同参画プラン策定以降の社会的背景・状況》 

 

本市の当初プランでは、「あらゆる分野への男女共同参画」など６つの目標を掲げ、基本

課題について事業を行ってきました。その中でも、市民とともに課題解決を進める取組と

しては、アンサンブル 21 との協働事業の実施が挙げられます。また、プランを推進する取

組としては、「鎌倉市における審議会等への女性委員の登用推進要綱」、「鎌倉市審議会等に

関する指針」等を通して、女性参画の推進に努めてきました。 

しかしながら、これらの取組に対して、本市が実施してきた「鎌倉市総合計画基本計画

に関する市民意識調査」の男女共同参画に関連する事項の結果（図１及び表２参照）から、

「男女がそれぞれの立場で同等に参画ができるまち」と考えている市民の割合は平成 17

年度以降の推移を見ても増加していません。 

 

【図１】男女共同参画について  

「鎌倉市は、男性と女性が家庭、職場、社会などのあらゆる面で互いに協力しながら、 

それぞれの立場で同等に参画できるまちだと思いますか」 

 
平成 25 年度第３次鎌倉市総合計画第２期基本計画に関する市民意識調査結果抜粋 
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（図１補足資料） 

【表２】男女共同参画についての市民意識の平成 17 年度からの推移 

 
平成 25 年度第３次鎌倉市総合計画第２期基本計画に関する市民意識調査結果抜粋 

 

【図２】性別役割分担の賛否  

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきという考えについてどのように考えますか」 

   

平成 25 年度第３次鎌倉市総合計画第２期基本計画に関する市民意識調査結果抜粋 
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（図２補足資料） 

【表３】性別役割分担の賛否についての市民意識の平成 17 年度からの推移 

 

平成 25 年度第３次鎌倉市総合計画第２期基本計画に関する市民意識調査結果抜粋 

 

また、同調査の中で、旧来の男性は仕事、女性は家事や育児をするなどの家庭中心の生

活という、性別役割分担を支持する考え方が依然として残っています。（図２及び表３参照）

このことから、あらゆる場面で男女共同参画の視点が反映していけるよう、引き続き男女

共同参画に関する啓発活動が必要です。 

 

本市では、政策・方針決定の場への男女共同参画を推進することを目的に、「鎌倉市に

おける審議会等への女性委員の登用推進要綱」を定めています。 

法律及び条例により設置された審議会、委員会等の附属機関並びに規則、規程等により

設置された協議会等への女性の参画状況について、平成８年（1996 年）に調査を開始し、

特に平成 19 年度からは年度ごとの登用率を定めて、毎年調査を行ってきました。全委員に

占める女性委員の割合は、ここ数年は目標値である 30％を達成できず、審議会等によって

は１人も女性委員がいないなどの課題も残っており、今後も改善が必要です。（表４参照） 

 

一方、市民生活、社会状況について見ると、家族や地域社会の変化などのさまざまな社

会情勢の変化が、生活に深刻かつ多大な影響を及ぼし、家庭内における配偶者等からの暴

力が顕在化してきました。 
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 【表４】審議会等への女性委員の登用推進目標と実績 

年度  目標値 審議会数 委員の数 
うち女性委員

数 
女性委員の割合 

（調査開始） 

平成８年度 
   ------- 86 856 人 134 人 15.7％ 

平成 24 年度 30％ 65 804 人 218 人 27.1％ 

平成 25 年度 30％ 63 775 人 208 人 26.8％ 

平成 26 年度 30％ 63 797 人 202 人 25.3％ 

平成 27 年度 30％ 68 827 人 222 人 26.8％ 

（＊参考：神奈川県内自治体における審議会等委員に占める女性比率は 29.8％） 

 

国ではこのような状況に対応するため、平成 13 年（2001 年）に配偶者暴力防止法が

施行され、暴力の被害を受ける女性の保護などが行われてきました。また、神奈川県に

おいても平成 14 年（2002 年）に「神奈川県配偶者暴力相談支援センター」が設置され、

平成 18 年（2006 年）には「かながわＤＶ被害者支援プラン」も策定されました。 

本市においては、女性への支援となる「相談事業の充実」を行い、県や民間の関係機

関との連携等を図りながら、緊急一時保護や相談体制の充実などに努めてきました。 

近年、女性相談の回数は毎年増加（表５参照）しており、その内容は、配偶者等から

の暴力についての相談だけでなく、生活への不安や家族・親族間の悩み、夫婦関係、離

婚、配偶者等以外からの暴力などについての相談と多様化しています。このうち、法対

象ＤＶに関する相談は少なくなく、また、緊急一時保護も毎年発生していることから、

今後も、ＤＶ防止に向けた啓発活動や相談体制の充実が必要です。 

 

【表５】女性相談（面談・電話）の回数及び一時保護の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*１）平成 28 年度は 2 月末現在の回数、件数 

 

ここ数年、これまで以上に働き方やライフスタイルに対する考え方などが多様化して

きており、仕事と生活の調和のとれたくらしの実現が求められていることから、家庭を

はじめ社会のあらゆる場に男女共同参画の視点を反映させることが必要となっています。

また、今後もますます高齢化が進むことなどから、労働の担い手として女性の活躍が期

 相談回数 
相談のうち法対象

ＤＶの相談回数 
一時保護件数 

平成 25 年度 320 回 77 回 2 件 

平成 26 年度 389 回 59 回 1 件 

平成 27 年度 475 回 76 回 3 件 

平成28年度（＊1） 528 回 95 回 5 件 
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待され、女性の社会進出が進んでいくと考えられます。 

 

  本市においても、平成 27 年（2015 年）８月の女性活躍推進法の成立を受け、仕事と

家庭を両立できる環境を整備し、働くことを希望する女性の活躍を後押しする役割を市

役所が率先して果たすため、平成 28 年（2016 年）４月に女性活躍推進法第 15 条に基づ

く特定事業主行動計画を策定し、女性の採用・登用の拡大や仕事と生活の調和の推進に

積極的に取り組むこととしました。さらには、女性活躍推進法第６条第２項には、「市町

村推進計画」の策定が努力義務として規定され、策定に向けた対応が求められています。 

 

  また、国の「まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）」に基づき、本市

の人口の現状と将来の展望を提示する「鎌倉市人口ビジョン」及び、地域の実情に応じ

た今後５か年の施策の方向を提示する「鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、

平成 28 年（2016 年）３月に策定しました。この総合戦略は、①働くまち鎌倉、②住み

たい・住み続けたいまち鎌倉を基本方針とし、基本目標に、 

①鎌倉市における安定した雇用を創出する 

②鎌倉市の魅力に磨きをかけ、新しいひとの流れをつくる 

③鎌倉市で結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④次世代に続く鎌倉を創出する 

の４つを掲げ、これらに関連した施策を位置付けています。この施策の中には、女性

の様々なライフステージ、キャリア等に応じた就労環境の整備や仕事と生活の調和の向

上を目指すものが多数含まれています。今後、この男女共同参画プランと連携しながら、

事業を展開していくこととなります。 

 

  このような状況の中、社会・経済情勢や男女の課題を取り巻く社会環境の変化を踏

まえ、平成 24 年（2012 年）３月に策定された「かまくら 21 男女共同参画プラン（第２

次）」の見直しを行い、女性活躍推進法の鎌倉市の推進計画の位置づけも併せて持たせる

こととします。また、見直し後のプランは、「鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

とともに男女共同参画社会の実現を推進していきます。 
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プラン策定の背景 

 

第１節 基本理念 

 男女が個人として尊重され、互いに認め合い、性別による差別のない平等な社会を実現

することは、私たち市民の願いです。本市では、市民、事業者及び行政が協働し、男女平

等の理念のもと、男女が互いに責任と役割を果たしつつ、その個性と能力を十分に発揮す

ることができる男女共同参画社会の実現に取り組む姿勢を明らかにするため、平成19年

（2007年）２月に鎌倉市男女共同参画推進条例を制定しました。 

 このプランでは、条例に定められた次の６項目を基本理念として、男女共同参画の推進

を総合的かつ計画的に実施します。 

 

１ 男女の個人としての尊重（条例第３条第１項参照） 

男女の個人としての尊厳が尊重され、男女が性別による差別的取扱いを受けることな

く、個人として能力を発揮できる機会が確保されること。 
 

２ 社会における制度や慣行についての配慮（条例第３条第２項参照） 

性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が個人の生き方の

選択に対して及ぼす影響をできる限り受けないように配慮されること。 
 

３ 家庭生活における活動と他の活動との両立（条例第３条第３項参照） 

家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、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、それ

らの家庭生活における活動と就業その他の活動との両立が図られること。 
 

４ 暴力その他の性別による人権侵害の抑止（条例第３条第４項参照） 

セクシュアル・ハラスメント(相手が望まない性的な言動により相手方の生活環境を害

すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをい

う。)、配偶者等への暴力その他の性別による人権侵害を抑止するとともに、助長される

ことがないように配慮されること。 
 

５ あらゆる意思決定の場への参画（条例第３条第５項参照） 

男女が対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動の意思決定の場に共同  

 して参画する機会が確保されること。 
 

６ 国際社会における取組の理解（条例第３条第６項参照） 

男女共同参画社会の実現に向けた国際社会における取組に関する十分な理解がされる

こと。 

 

第１章 基本構想 
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第２節 策定の基本的な考え方  

 
国の第４次男女共同参画基本計画及び第３次かながわ男女共同参画推進プランの考え方

に沿い、条例第７条に規定されている基本的施策を念頭に、次の５つの目標を設定します。 
 

１ あらゆる分野への男女共同参画の推進  

各種団体の方針決定の場への男女共同参画の促進に向けた啓発のほか、市の各種審議 

会等への女性の参画を促進します。 

  本市における審議会等への女性委員の登用率の推移によると、ここ数年登用率は伸び

悩み、全体では第４次男女共同参画基本計画の目標（30％）には未だ達成していない状

況です。また、女性の起業や事業活動を支援する取組も必要となっているため、当初プ

ランの目標１を継承しました。 
 

２ 心豊かに暮らせる地域社会の実現    

  少子高齢化が進む中で、市民が安心して暮らしていくためには、健康で自立し地域社 

会で活躍できる社会環境の整備が望まれます。このため、高齢者の介護を家族の女性が 

担うのではなく社会全体で支える高齢者介護の推進や、障害者の自立と社会参加の促進、 

子育て支援のための環境づくりに取り組みます。 

第３次男女共同参画基本計画でも改めて強調している視点の一つとして掲げられて

おり、男性の育児参画など本市においても今後普及していくべき課題のため、当初プラ

ンの目標３を継承しました。 
 

３ 仕事と生活の調和のための環境づくり 

  雇用の場における男女平等を推進するためには、男女の均等な機会と待遇の確保が望 

まれます。このため、働きやすい職場環境の整備や、男女がお互いに対等な立場で働き 

続けられるような意識づくりに取り組みます。 
    

４ 男女共同参画社会実現への意識づくり 

 当初プランでは「男女平等の意識づくり」を目標として、学校における男女平等教育 

の推進や家庭における共同分担などの面で、社会通念や個人の考え方の中に根強く残っ 

ている性別役割分担意識について社会制度や慣習の是正を目指してきましたが、市民意 

識調査の結果などからみても、是正が進んでいる状況ではないため（５ページの図１、 

６ページの表２及び図２、７ページの表３を参照）、引き続き男女の人権尊重の意識推 

進に取り組みます。 
 

５ 配偶者等に対する暴力の根絶と人権の尊重 

 配偶者等に対する暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく

上で克服すべき課題です。本市においても、女性相談への相談件数が増加し、内容も多

種多様になっています。このため、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推

進に向けた取組を進めます。 
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第３節 プランの性格 

 

１ プランの名称 

 「かまくら 21 男女共同参画プラン（第２次）改訂版」 

 

２ プランの位置付け 

（１）男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に規定する基本計画とします。 

（２）このプランは、第３次鎌倉市総合計画（平成８年(1996 年)３月策定）の分野別計画

として策定します。 

（３）このプランは、条例第８条に規定する男女共同参画推進計画とします。 

（４）このプランは、男女共同参画社会の実現を目指すための施策の方向を示し、併せて 

市民男女の責任や役割を明らかにしたものです。 

（５）第２章の目標５については、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に定める基本計画 

として位置付けます。 

（６）第２章の目標１方針３及び目標３については、女性活躍推進法第６条第２項に定め

る市町村推進計画として位置付けます。 

 

３ プランの構成 

（１）基本構想 

男女共同参画社会を実現するための基本理念とプラン策定の基本的な考え方を示し

ています。 

（２）基本計画 

基本構想に基づき、男女共同参画社会の実現に向けて５つの目標を掲げるとともに、

目標達成のための施策の方針と、方針に沿って取り組むべき方向としての基本課題を

示しています。 

（３）推進計画 

このプランの推進を図るため、基本計画に基づき、市が取り組むべき推進計画を策

定します。 

  

４ 計画期間 

  基本計画は、平成 24 年度から平成 33 年度までの 10 年間を計画期間とします。社

会・経済情勢や男女の課題を取り巻く社会環境の変化等を考慮し、計画期間の中間

となる平成 28 年度に見直しを行いました。 
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基本計画の体系（目標・方針・基本課題） 

方 針 基本課題 

目標１ あらゆる分野への男女共同参画の促進  

1-1 鎌倉らしいまちづくりへの男女共同参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 国際交流、国際協力への男女共同参画 

 

 

1-3 政策・方針決定の場への女性の参画 

 

 

1-4 さまざまなチャレンジ支援 

1-1-1 だれもが暮らしやすいまちづくりへの男女共

同参画 

1-1-2 市民の自主的な社会貢献活動への支援 

1-1-3 地域社会への男女の共同参画と地域の人

材活用 

1-1-4 地球にやさしい環境施策への市民参加 

1-1-5 男女共同参画の視点を持つ市民団体や民

間企業との協働 

 

1-2-1 外国人とともに暮らすまちづくり 

1-2-2 国際交流、国際協力の積極的推進 

 

1-3-1 政策・方針決定の場への女性の参画 

1-3-2 市職員等の女性の登用及び職域拡大 

1-3-3 民間企業の女性の登用への働きかけ 

 

1-4-1 女性団体への活動支援と自主的なネットワ

ークづくりへの支援 

1-4-2 女性の事業活動への支援 

目標２ 心豊かに暮らせる地域社会の実現 

2-1 生活の安定と福祉の充実 

 

 

 

 

 

2-2 子育て期の父母への支援 

 

 

 

2-3 心とからだの健康づくり  

2-1-1 社会全体で支える高齢者介護の推進 

2-1-2 地域社会での自立と助け合いへの支援 

2-1-3 だれもが社会参加できる環境づくり 

2-1-4 貧困など生活上の困難に直面する男女への

支援 

 

2-2-1 子育て支援のための環境づくり 

2-2-2 地域社会の子育てへの支援 

2-2-3 ひとり親家庭への支援 

 

2-3-1 すべての人々の生涯を通じた健康のための

支援と情報提供 

2-3-2 性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘ

ルス/ライツ）の尊重 

2-3-3 ＬＧＢＴに対する正しい理解 

2-3-4 ストレスや心の病へのケアと社会的支援 

2-3-5 一人ひとりの命を大切にするまちづくり 

 

第２章 基本計画 
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目標３ 仕事と生活の調和のための環境づくり 

3-1 男女がともに働く個人としての意識改革の

推進 

 

 

3-2 働く場での男女の均等な機会と平等な待遇

の確保   

 

 

 

 

3-3 職場・就業環境の整備 

 

3-1-1 固定的な男女役割分担意識の解消 

3-1-2 男性中心型労働慣行等の変革 

3-1-3 職場におけるハラスメントの防止 

 

3-2-1 雇用機会・労働条件における男女平等の

実現 

3-2-2 税制、社会保障制度等の見直し 

3-2-3 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の

導入 

 

3-3-1 仕事と生活の調和に向けた職場環境づくり 

3-3-2 職場・就業環境の改善への積極的対応 

3-3-3 妊娠・出産・育児等への適切な配慮 

3-3-4 時間外・休日労働、深夜業の見直しと職

場・就業環境の整備 

3-3-5 労働時間の短縮・弾力化 

目標４ 男女共同参画社会実現の意識づくり 

4-1 あらゆる場面での男女平等教育の推進 

 

 

 

 

4-2 家庭生活への男女共同参画の意識づくり 

   

 

 

4-3 社会制度、慣習の見直しと多様な生き方の

尊重 

4-1-1 生命・人権・性の尊重と男女平等教育の充

実 

4-1-2 固定的な性別役割分担意識を是正するた

めの学習機会の提供 

 

4-2-1 男女の家庭責任の共同分担 

4-2-2 男女の男女共同参画社会に向けての意識

改革 

 

4-3-1 あらゆる場での慣習の見直し・人権の尊重 

4-3-2 多様な家庭のあり方・多様な生き方の尊重 

目標５ 配偶者等に対する暴力の根絶と人権の尊重 

5-1 配偶者等に対する暴力防止の啓発 

 

 

5-2 配偶者等からの暴力被害者への相談体制

の整備・充実 

 

5-3 配偶者等からの暴力被害者の安全確保と

自立支援 

5-1-1 配偶者等に対する暴力防止の啓発活動の

充実 

 

5-2-1 あらゆる暴力に関する相談と支援 

5-2-2 相談事業の充実 

 

5-3-1 緊急一時保護と自立支援の体制づくり 
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目標１ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 

男女共同参画社会は、男女の性別の違いがあっても、職場や家庭、学校などあらゆる場

において、同僚やパートナー、友達として、男女が互いに個性や人格や能力を認め合って

いくことで、各人の個性と能力を十分に発揮できることを目指す社会です。 

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、ともに責

任を担うことが実現される社会が男女共同参画社会です。 

 しかし、女性は男性に比べて、行政や団体の政策・方針決定過程へ参画する機会が少な

い一方で、男性は地域社会での活動や子どもの養育、家族の介護などの家庭生活について

の活動において、参画が少ないという現実があります。 

 男女がともに政策・方針決定の場や地域・家庭の活動に参画できる社会を実現するため

の積極的な取組が求められています。 

 

方針１ 鎌倉らしいまちづくりへの男女共同参画 
 

❶ だれもが暮らしやすいまちづくりへの男女共同参画 

❷ 市民の自主的な社会貢献活動への支援 

❸ 地域社会への男女の共同参画と地域の人材活用 

❹ 地球にやさしい環境施策への市民参加 

❺ 男女共同参画の視点を持つ市民団体や民間企業との協働 

 

本市は、先人が築いてきた貴重な歴史的文化遺産と、水や緑豊かな自然環境に恵まれ、

住む人や訪れる人を魅了するまちとして発展してきました。これらの歴史的遺産と自然環

境を守り育てるとともに、だれもが暮らしやすい鎌倉らしいまちづくりを進めています。 

また、人口が減少に転じ、少子高齢社会がさらに進行する中で、特に子どもや高齢者が

安心して生活できる社会基盤と生活環境の整備が求められるとともに、災害や犯罪への不

安が高まり、地域力の強化による防災・防犯機能の充実がより重要となっています。 

 まちづくりには、何よりもそこに住む市民の声が反映され、だれもが自分の能力や希望

に応じた社会参加ができることが大切です。男女がともに暮らしやすい地域社会づくりの

活動に参画し、一人ひとりが支え合うとともに、防災や防犯において男女双方の視点に配

慮した体制を確立します。 

 本市には、自主的な社会貢献活動を続けている多くの市民団体があります。さまざまな

技術・知識・社会経験を持ち、それを地域のなかで役立てたいと考えている人も数多くい

ます。いろいろな世代の男女が、自分の持つ知恵や関心や技術を生かして、地域活動に参

画し、活力ある鎌倉らしいまちづくりを進めることが大切です。高齢者や障害者、外国人

などだれもがともに地域活動、社会参加ができるような魅力ある鎌倉の実現が期待されま

す。 

 このため、市民への学習機会の提供、自主的な活動のための場所の提供、指導者の育成、
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情報の提供など、市民のまちづくりへの参画を進めるための支援が必要です。 

 自治会などの地域での方針決定の場においては、特に女性の参画が大切であり、さまざ

まなボランティア活動や、環境問題などについての学習活動の場においては、男性の一層

の参画が必要です。 

 

❶ だれもが暮らしやすいまちづくりへの男女共同参画 

【施策の方向】 

●人と自然との調和を図りつつ、歴史や文化を継承しながらその精神を生かし、だれも

が暮らしやすい鎌倉らしいまちづくりに努めます。 

●少子高齢社会において、子どもや高齢者が安心して生活できる社会基盤と生活環境の

整備に努めます。 

●高齢者や障害者、外国人などがともに地域活動に参加ができるような魅力ある鎌倉の

実現に努めます。 

●まちづくりに、市民の声が反映され、男女がともに暮らしやすい地域社会づくりの活

動に参画できる環境の整備に努めます。 

●防災・防犯機能の充実を図るため、地域力の強化と総合的な危機管理体制の整備に努

めます。 

 

❷ 市民の自主的な社会貢献活動への支援 

【施策の方向】 

●多くの市民団体の人的資源や活動の成果などが地域社会に生かされるよう条件整備に

努めます。 

●市民への学習機会の提供、自主的な活動のための場所の提供、指導者の育成、情報の

提供などの支援に努めます。 

●地域にある既存施設について、市民の自主的な社会貢献活動への活用に努めます。 

 

❸ 地域社会への男女の共同参画と地域の人材活用 

【施策の方向】 

●市民の持つ知恵や関心、自主性が生かされ、いろいろな世代の男女がさまざまな地域

活動に参画できる環境づくりに努めます。 

●地域のメディアやインターネット等を活用し、情報提供や情報発信をすることで地域

人材活用の活性化に努めます。 

 

❹ 地球にやさしい環境施策への市民参加 

【施策の方向】 

●環境問題についての学習機会の提供や市民の活動の支援に努めます。 

●まちの美化やごみの資源化など、身近な環境問題の解決に取り組みます。 
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❺ 男女共同参画の視点を持つ市民団体や民間企業との協働 

【施策の方向】 

 ●男女共同参画の視点や実績を持つ市民団体や市民、民間企業との協働による施策の推

進に努めます。 

 ●市民団体や民間企業との協働作業を推進し、地域における男女共同参画の取組を充

実・強化します。 

 

方針２ 国際交流、国際協力への男女共同参画 

 

❶ 外国人とともに暮らすまちづくり 

❷ 国際交流、国際協力の積極的推進 

 

 政治、経済、社会、文化などあらゆる分野で国際化が進んでいる中で、男女共同参画も

その例外ではありません。男女共同参画社会の実現に当たっては国際的な取組の経験や成

果を生かすことが大切です。 

 本市は、さまざまな外国籍市民が暮らし、また、鎌倉の自然や歴史遺産の魅力に触れる

ことを求めて国外からもたくさんの観光客が訪れます。一方で、海外での生活経験のある

市民も増えています。 

 仕事のため、あるいは国際結婚により日本で暮らす外国籍市民が増えている中で、言語

の違いや文化・風習の違いによる困難に加え、女性であることから複合的に困難な状況に

置かれている場合があります。このような困難を解消し、外国籍市民が地域社会で孤立す

ることのないよう支援することが求められます。 

また、鎌倉を訪れる多くの人々が気持ちよく有意義な時を過ごすことができるよう外国

人観光客への各種案内を充実させるとともに、さまざまな国の人々と市民が相互に学ぶこ

とができるよう市民レベルでの国際交流と国際協力についても取り組んでいきます。 

 

❶ 外国人とともに暮らすまちづくり 

【施策の方向】 

●多くの国のさまざまな文化を尊重し、互いに理解と尊敬ができるよう、行政サービス

の充実に努めます。 

●日本語や日本の慣習、価値観などが理解できないことで不利益を被ることのないよう、

外国人やその家族の状況に適した行政サービスの提供に努めます。 

 

❷ 国際交流、国際協力の積極的推進 

【施策の方向】 

●観光だけでなく、就労や就学、地域活動などあらゆる機会を通じて、国際交流、国際

協力ができるよう国際理解を深めるための学習機会や情報の提供に努めます。 
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方針３ 政策・方針決定の場への女性の参画 
 

❶ 政策・方針決定の場への女性の参画 

❷ 市職員等の女性の登用及び職域拡大 

❸ 民間企業の女性の登用への働きかけ 
 

女性の社会参画が緩やかに進んでいる中で、男女があらゆる場面で同じ権利と機会を有

することは、民主主義社会の基本となる要請です。 

政治、経済、社会、文化などあらゆる分野において政策・方針決定過程への女性の参画

を拡大することにより、新たな発想や価値観がもたらされることは社会全体に大きなメリ

ットとなります。 

政治家や国、地方自治体などの公的機関を始め、民間の団体、組織などあらゆる分野に

おいて政策・方針決定過程へ女性の参画を拡大することは重要です。 

 国が策定した第４次男女共同参画基本計画においては、衆参両議院議員の候補者に占め

る女性の割合や国の審議会等専門委員等に占める女性の割合を平成 32年度までに 30％

とするなど「指導的地位に女性が占める割合を30％程度にすること（30％目標）」を重要

な目標と位置づけ、女性の参画拡大の動きを更に加速していこうとしています。 

 本市においても「鎌倉市における審議会等への女性委員の登用推進要綱」を施行し、女

性委員の登用に努めてきた結果、平成27年度に女性委員の登用率は約27％になりました。 

また、鎌倉市議会への女性議員の割合は30.8％(平成28年（2016年）６月現在)と高くな

っています。 

しかしながら、本市における職員数や管理職数は男性より女性がまだまだ少ないのが現

状で、行政分野における女性の参画は大きな課題です。 

条例では、男女共同参画推進委員会における男女いずれか一方の委員の数が、総数の10

分の４未満とならないよう配慮すると規定していますが、これは、あらゆる審議会等への

女性委員の登用率を引き上げる取組をさらに積極的に行うことはもとより、あらゆる分野

において、女性の登用、職域拡大及び能力開発を一層推進し、女性があらゆる場での政策・

方針決定過程により多くかかわれるような意識づくりをすることで、一方の性に偏らない

体制づくりを求めているものです。 

市民活動部産業振興課の「鎌倉市の労働事情」（平成27年度）（毎年市が市内事業所か

ら無作為に1,000社を抽出して実施する無記名の労働動態調査）の結果によれば、「全体の

43.1％の企業は女性の管理職・役職に占める割合が「０％」」と、民間企業においても、

女性の登用が進んでいない状況であり、女性活躍の機会拡大に向けて意識づくりをしてい

く必要があります。 

 

❶ 政策・方針決定の場への女性の参画 

【施策の方向】 

●鎌倉市の審議会等において女性委員の登用率を引き上げ、男女いずれか一方の数が総

数の10分の４未満とならないように努めます。 
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●審議会等への女性委員の登用を推進するため、女性人材の把握と育成に努めます。 

●女性がさまざまな場所での政策・方針決定過程により多くかかわれるよう、女性自身

の啓発や学習機会の提供に努めます。 

●女性がより政治に関心を持ち、意見や考えを政治に反映できるよう啓発活動を行いま

す。 

 

❷ 市職員等の女性の登用及び職域拡大 

【施策の方向】 

●女性職員の登用、職域拡大及び能力開発を一層推進するとともに、管理職への女性の

登用促進に努めます。 

●女性の登用を図るため、研修機会の充実や男女にかかわらず能力発揮ができる職場環

境の整備に努めます。 

●平成28年(2016年)４月に策定した鎌倉市特定事業主行動計画を着実に実施し、市内の

民間企業の模範となるよう女性職員の活躍に努めます。 

 

❸ 民間企業の女性の登用への働きかけ 

【施策の方向】 

●市内の民間企業で、女性の管理職・役職が占める割合「０％」の民間企業に改善を図

るよう働きかけます。 

●市内の300人以下の民間企業が女性活躍推進法で努力義務とされている「一般事業主行

動計画」を策定するよう周知に努めます。 

●市の総合評価競争入札において、女性を積極的に登用している民間企業を加点評価す

る制度の導入を通じて、女性登用の促進を図ります。 

 

方針４ さまざまなチャレンジ支援 

 

❶ 女性団体への活動支援と自主的なネットワークづくりへの支援 

❷ 女性の事業活動への支援 

 

だれもがいきいきと暮らせる社会を実現するためには、男性も女性もともに自己の能力

を発揮して活躍できることが重要です。本市においては、地域に根ざした活動を行ってい

る市民活動団体が数多く存在し、市民活動団体と市が対等なパートナーとして、協働事業

にも取り組んでいる中で、男女共同参画社会の実現の視点を持つ活動団体を支援するとと

もに、新たな活動団体の発足を促進し、これらの団体同士の自主的なネットワークづくり

を推進することが重要です。 

これまで女性の参画が不十分であった新たな分野へのチャレンジや就業・起業のための

情報や学習機会を提供し、女性の事業活動を活性化するための支援も求められています。 
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❶ 女性団体への活動支援と自主的なネットワークづくりへの支援 

【施策の方向】 

●男女共同参画社会の実現に取り組む活動団体とその団体同士の自主的なネットワーク

づくりの支援に取り組みます。 

 

❷ 女性の事業活動への支援 

【施策の方向】 

●起業をはじめ多様な働き方を考える女性へ情報や学習機会を提供し女性の事業活動へ

の支援に努めます。 
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目標２ 心豊かに暮らせる地域社会の実現 

 

少子高齢化の進展や地域社会における相互扶助・連帯意識の希薄化、経済社会のグロー

バル化といった社会環境の変化や、核家族世帯やひとり親家庭、単身世帯等の増加といっ

た家族の多様化などにより、幅広い層において生活上の困難を抱える人が増加しています。 

 このような困難を抱える人達を支援するサービスを整備し、住み慣れた地域社会の中で、

自立した生活を送ることができるようにすることは社会の大きな課題であり、それは、だ

れもが心豊かで活力ある生活が送れる社会の実現につながります。 

 市民が長い人生を安心して暮らせるために、また、健康で自立し地域社会で活躍できる

ためには、地域の連携や相互扶助が機能する社会環境の整備、介護保険、障害者の自立支

援、子育て支援といった福祉制度の充実が望まれます。 

市民は、サービスの受け手であると同時にサービスの担い手としての役割が期待されて

おり、社会全体で育児や介護、健康増進といった福祉活動を担うことが求められます。こ

のように、地域社会全体で支え合うことで一部の人にだけ負担がかかることのない取組が

求められています。 

 健康に関する取組については身体的な健康だけでなく、精神的な健康といった視点から

の福祉制度の充実が必要です。 

 

方針１ 生活の安定と福祉の充実 

 

❶ 社会全体で支える高齢者介護の推進 

❷ 地域社会での自立と助け合いへの支援 

❸ だれもが社会参加できる環境づくり 

 ❹ 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援 

 

高齢化が進む中、本市においても高齢者の介護の問題は家庭や地域で大きな課題となっ

ています。加えて高齢者のみの世帯、高齢者単身世帯が増加し、介護に関する問題はさら

に深刻なものとなることが想定されます。高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して暮ら

し続けるために、ともに支え合う地域づくりが求められます。 

 一方で、長い社会経験や技能等の能力を生かし、積極的に地域の活動へ参加している高

齢者も多く、高齢者が自立し社会とかかわりを持ち続けることは大切なことです。高齢者

が意欲に応じて働き、地域での活動に参加できるよう機会や環境の整備が必要です。 

 また、すべての市民が安心して暮らせる地域社会を実現するためには、高齢者だけでな

く、障害者、ひとり親家庭、非正規労働者や貧困などの生活上の困難に直面する人々に対

応するため、雇用制度の見直しやセーフティネットの整備が重要です。 
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❶ 社会全体で支える高齢者介護の推進 

【施策の方向】 

●介護が家族の女性のみによって行われるのではなく、家族全員が参加するような意識

づくりに努めます。 

●家族の負担を軽減するための福祉サービスの充実、使いやすい施設の整備に努めます。 

●福祉サービスの紹介や介護方法の指導はもちろん、介護する人の心のケアも行うよう

な相談の実施に努めます。 

 

❷ 地域社会での自立と助け合いへの支援 

【施策の方向】 

●高齢であっても、障害があっても、安定した生活が送れるように福祉サービスの充実

に努めるとともに、だれもが自立できるような支援に努めます。 

●障害者の雇用を促進するため、事業主に対する意識啓発を図り、障害者の職業訓練体

制の充実を関係機関に要請します。 

 

❸ だれもが社会参加できる環境づくり 

【施策の方向】 

●社会福祉施設での体験学習や地域での交流授業など、小・中学校での実践的な学習を

充実させ、福祉教育に努めます。 

●世代を超えた交流を図る場を提供し、高齢者の経験を生かせるように努めます。 

●高齢者に対し、生涯学習情報の提供やボランティア活動・能力を生かした活動の機会

の提供を図ります。また、高齢者の地域社会活動や相互交流の場づくりに努めます。 

●障害者の社会参加のための機会を提供し、生活自立の支援に努めます。 

 

❹ 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援 

【施策の方向】 

 ●非正規労働者や単身世帯の増加、人々のつながりの希薄化といった家庭や社会の変容

に対応するため、制度の見直しと、セーフティネット機能の強化を図ります。 

 ●社会全体が変化する中、若者の学校から社会・職業への移行が円滑に行われず、若者

の高い失業率や非正規雇用率、若年無業者の存在、新卒者の早期離職等の課題が顕在

化しています。貧困などの問題が深刻化しないよう、若年期における自立支援の充実

を図ります。 

 

方針２ 子育て期の父母への支援 

 

❶子育て支援のための環境づくり 

❷地域社会の子育てへの支援 

❸ひとり親家庭への支援 
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出生率の低下や核家族化の進展、女性の就業率の上昇などにより、子どもを生み育てる

環境は大きく変化しています。また、地域で子育てを気軽に相談できる人が少なくなり、

家庭の養育力や地域の子育て支援力が低下してきています。 

ゆとりをもって楽しく子育てし、親子のきずなを築き、子どもが健やかに成長できるた

めには、男女がともに子育ての責任を担い、協力し合うだけでなく、子育て家庭が孤立し

ないよう、地域社会がこれを支援することが大切です。 

子育て家庭が抱える育児不安などを軽減・解消し、子育ての相談に乗ったり、子育てに

関する情報を提供したり、実際に子育ての手助けをしたりといった役割を、地域と行政が

連携して担っていくことが重要です。 

また全国的に、虐待や性犯罪被害などを受けている子どもが顕在化し、子どもの貧困率
(注)が上昇するなど、困難な状況に置かれた子ども達の支援が重要な課題となっています。

本市においても虐待の相談は子ども相談の４割前後を占め、虐待の予防、早期発見、早期

対応のため、関係機関との連携をより充実させるとともに、虐待が起こってしまった家庭

への継続的な支援が求められています。 

 さらに、ひとり親家庭や障害のある子どものいる家庭は、さまざまな困難を抱えている

ことも多く、特別な配慮や支援が必要な子どもの状況に応じた支援を提供することが必要

です。 

 

(注)子どもの貧困率 

OECDによる貧困率の計算方法 

OECD は、世帯所得を世帯人数で調整した値が社会全体の中央値（一番標準的な値）の 50％未満の

世帯を「貧困」と定義しています。厚生労働省「国民生活基礎調査」（2004 年）で計算すると、

この値は、1 人世帯で 127 万円、2 人世帯で 180 万円、4 人世帯で 254 万円が「貧困線」となり、

これを下まわる世帯が「貧困」と定義されます。こどもの貧困率は、子ども全体の中で何パーセン

トの子どもが貧困の世帯に属しているかという数値です。―子どもの貧困白書編集委員会「子ども

の貧困白書」より 

全体の貧困率は 2004 年の 14.9％から 2012年には 16.1％へ、子どもでは 13.7％から 16.3％へとい

ずれも上昇しています。2012 年の貧困率のうち子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳

未満で子どもがいる世帯）で大人が 1 人の世帯では 54.6％と過半数となっています。―厚生労働

省「国民生活基礎調査」より 

  

❶ 子育て支援のための環境づくり 

【施策の方向】 

●男性の子育てへの参加を促し、子育てに関して、男女が「ともに支え、ともに育てる」

子育てを促進します。 

●保育園の待機児童解消を目指すとともに、就労形態や勤務時間の多様化に伴い、多様

化する保育ニーズを的確に把握し、働きながらの子育てを支援する保育サービスの充
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実に努めます。 

●一時的な就労、リフレッシュ、あるいは社会活動に参加したいときなどに、一時的に

子どもを預けられるサービスの充実に努めます。 

●育児の孤立化を防ぐために、情報提供体制を充実するとともに、親同士が集まったサ

ークルや、子育てを支援しようとするグループについて、その活動の支援に努めます。 

●子育てをする保護者や子ども本人が、身近で気軽に相談できる仕組みづくりを充実さ

せるとともに、関係機関と連携して問題解決に努めます。 

●児童虐待の早期発見や未然防止を図るため、関係機関の連携を強化し、啓発活動に努め

るとともに、虐待を受けた子どもへのきめ細かいケア、保護者に対する指導や支援の体

制の充実に努めます。 

 

❷ 地域社会の子育てへの支援 

【施策の方向】 

●青少年の健全育成を推進するため、青少年向け行事の充実、相談体制の充実に努めま

す。 

●子どもが安全に活動できる環境づくりを目指し、青少年育成施設の整備や児童遊園等

の整備、放課後の安全で健やかな居場所の整備などに努めます。 

●青少年を取り巻く社会環境の健全化を目指し、実態調査や街頭指導機関への働きかけ、

関係業界に対する自主規制の働きかけに努めます。 

 

❸ ひとり親家庭への支援 

【施策の方向】 

●ひとり親家庭の日常生活の安定を図るための制度やサービスを充実させるとともに、

関係機関と連携し自立のための相談や情報の提供に努めます。 

●ひとり親家庭での子育ては困難を伴うことが多く、福祉面での援助とともに精神面で

も支援できるよう、ひとり親家庭に寄り添った相談体制の充実に努めます。 

 

方針３ 心とからだの健康づくり 

 

❶ すべての人々の生涯を通じた健康のための支援と情報提供 

❷ 性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）(注) の尊重 

❸ ＬＧＢＴ(注)に対する正しい理解 

❹ ストレスや心の病へのケアと社会的支援 

❺ 一人ひとりの命を大切にするまちづくり 

 

だれもが健康で心豊かな生活を営む権利を持っています。特に、国際人口／開発会議の

「行動計画」及び第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において推進された性

と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）の視点が重要であり、これらに
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よれば、妊娠や出産、性関係など自己の性と生殖に関して責任をもって自由に決定でき、

心身ともに良好であることは、生活の質を向上させ、市民の人生を豊かにすることにつな

がります。 

性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）を保障するためには、性に

関する正確な知識を持つための情報や学習機会を提供するとともに、自分自身の健康につ

いて自己管理ができるよう検診制度や健康増進のための設備、相談体制などの充実が必要

です。 

また、性やセクシャリティに関する正しい知識を身につけ、だれもが互いの違いを受け

いれられる社会を作っていくことが大切です。 

単身世帯が増え、人と人との関係が希薄となりつつある日本社会の中で、健康問題や生

活苦・借金、就労問題、人間関係の問題などを背景に不安を持ちながらも、相談相手もな

いままひとりで問題を抱え込んでいる人達を孤立させず、寄り添うことは社会全体で取り

組むべき課題です。 

 人びとの多様な心身の健康問題に対応した相談体制を充実させるとともに、周りの人の

悩みに気づいて、支援へつなげる仕組みをつくり、自死を個人の問題とすることのないよ

う生活環境などを改善するための施策が必要です。 

 

(注) 性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ） 

  性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）とは、平成６年（1994 年）の国際人口／開

発会議の「行動計画」及び平成７年（1995 年）の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」

において、「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾病、障

害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」と

されている。 

また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人が自分た

ちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と

手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティ

ブ・ヘルスを得る権利」とされている。―「第４次男女共同参画基本計画」(平成27年12月25日閣

議決定)135ページより 

 

(注) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ） 

  女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）の頭文字の「Ｌ」、男性同性愛者（ゲイ、Gay）の頭文字の

「Ｇ」、両性愛者（バイセクシュアル、Bisexual）の頭文字「Ｂ」、性同一性障害を含む性別越境

者など（トランスジェンダー、Transgender）の頭文字「Ｔ」から、性的意識が同性または両性に

向かう人や性同一性障害といった方々の総称。 
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❶ すべての人々の生涯を通じた健康のための支援と情報提供 

【施策の方向】 

●専業主婦や自営業者、パートタイム労働者など、常勤労働者でないために定期的な健

康診断が受けられない人々に対し、健康診断や健康講座、相談などの機会の提供に努

めます。 

●だれもが参加しやすい教室やイベントを実施し、スポーツやレクリエーション活動を

通じて、市民の健康増進に努めます。 

●性感染症についての正しい知識の普及と予防のための意識啓発に努めます。 

●健康的な食生活を実践するための情報や知識の提供に努めます。 

 

❷ 性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）の尊重 

【施策の方向】 

●男女がともに互いの性差に応じた健康について理解を深めるため、性と生殖の健康・

権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）に関する情報提供を行い、社会への定着に

努めます。 

●妊娠、出産、育児における女性の健康を守り、子どもの健全な発育を図るため、知識

や情報の提供、健康づくり事業の充実に努めます。 

 

❸ ＬＧＢＴに対する正しい理解 

【施策の方向】 

●学校においてＬＧＢＴを含めたすべての子どもがありのままの自分でいられるようき

め細やかな対応に努めます。 

●ＬＧＢＴが正しく市民に理解されるよう講座の実施等の啓発に努めます。 

●ＬＧＢＴへの理解をきっかけとして、互いの違いを受け入れられる社会の構築を目指

します。 

 

❹ ストレスや心の病へのケアと社会的支援 

【施策の方向】 

●出産前後の精神的不安や育児に対する不安など、女性の心の健康相談の充実に努めま

す。 

●ストレスや健康問題について、関係機関と連携し、相談体制の充実に努めます。 

●従業員の精神的な健康管理推進のため、メンタルヘルス対策を民間企業に働きかけま

す。 

 

❺ 一人ひとりの命を大切にするまちづくり 

【施策の方向】 

 ●ストレスが多い現代社会において、心の健康づくりや相談体制の整備に努めます。 

 ●一人ひとりの気づきと見守りを促すよう、自殺予防の啓発に取り組みます。 
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目標３ 仕事と生活の調和のための環境づくり 

 

働く男女が、職業上の責任と家事・育児・介護などの家庭責任とを両立できるようにす

ることは、男女共同参画社会の基本的な考え方の一つです。このためには、男女がともに

従来からの性別役割分担意識から解放され、多様な生き方が選択・実現でき、仕事と生活

の調和が図られるよう、職場環境が改善されることが強く望まれます。 

 家事・育児・介護については依然として、女性に大きな負担が課せられる場合が多いこ

とから、民間企業をはじめ、労働者、地域住民等、広く社会全体が、家事・育児・介護と

仕事を両立でき、多様な働き方が可能になるよう、働き方の見直しの必要性を十分認識す

ることが重要です。併せて、男女がともに育児や介護に関われるように、休業中の所得保

障や育児・介護に携わる人の労働時間短縮の促進をはじめとした支援と制度の整備も必要

です。 

 このため、市民や民間企業への啓発活動等により、育児や介護はもとより、家庭生活全

体を大切に思い、仕事との両立を図る意識を浸透させることで、男女がともにより豊かな

人生を送れるような社会の実現を目指すことが重要です。 

 

 方針１ 男女がともに働く個人としての意識改革の推進 

❶ 固定的な男女役割分担意識の解消 

❷ 男性中心型の労働慣行等の変革 

❸ 職場におけるハラスメントの防止 

 

労働は、人々の生活の経済的基盤を形成するものであり、自己実現にもつながるもので

す。昭和54年（1979年）に国連で採択された「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約」（女性差別撤廃条約）は、すべての人間の労働の権利について述べ、家庭責

任は男女が共に担うべきことを強調し、性別役割分担意識の解消をうたっています。 

しかし、固定的な性別役割分担意識は、６、７ページの図２、表３のとおり、市民の間

に依然として根強く残っており、また、それに結びついた長時間労働等の働き方が背景に

あることから、女性の活躍とともに仕事と生活の調和を進めるためには、雇用の場での均

等な機会と待遇の確保を図るとともに、働く男女が家事や育児や介護などの家庭責任を共

同分担できる制度の普及について、意識改革を進める取組が必要です。 

職場においては、家事・育児の大半は女性が担う一方で、育児等の家庭責任のために男

性が仕事に制約を抱えることが当然とは受け止められにくい風土があります。しかし、昨

今の急速な高齢化や生産年齢人口の減少の下では、男女ともに親の介護等によって仕事に

制約を抱えざるを得ない人材が増加しています。そこで、多様な背景を有する人材を活か

す職場をつくっていくことが急務となっており、職場においても個人の意識改革が必要で

すが、雇用の機会均等の確保も難しく、男女の違い、あるいは正規と非正規雇用の違いな

どにより、賃金や処遇、労働条件に格差のある民間企業がまだまだ存在します。このよう
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な格差をなくし、どの労働者も個人として尊重される民間企業では、多様で優秀な人材が

意欲をもって働くことが可能となり、生産性の向上、民間企業の質の向上へとつながり、

より豊かな社会を実現させます。 

女性の活躍を阻害する大きな要因としては、国の第４次男女共同参画基本計画では、長

時間労働や転勤が当たり前とされる「男性中心型の労働慣行」にあるとし、「男性中心型

労働慣行等の変革」を計画全体にわたる横断的な視点と位置づけています。女性の活躍が

組織に異なる視点をもたらし、より良い価値を生み出すことを男女ともに理解することが

大切です。そのためには、特に男性の意識が変わらなければ、女性の活躍はあり得ません。

市全体を挙げての社会的な意識改革に向けた取組が必要です。 

併せて、女性だけでなく男性も含めた労働者の働く権利や人権を擁護するためには、職

場におけるハラスメントを防止し、男女がお互いの人権を尊重して、意思疎通の図れる職

場づくりが必要です。 

 

❶ 固定的な男女役割分担意識の解消 

【施策の方向】 

●市民向け、民間企業向けに、固定的な性別役割分担意識の変革を促したり、男性が家

庭や地域に積極的に関わる支援をしたりする講座を開催し、啓発に努めます。 

●「鎌倉市の労働事情」（平成27年度）において、男女の固定的役割分担意識解消のた

めの取組に「必要でないので取り組んでいない」と回答する民間企業の割合が61.0％

から少なくなるよう働きかけます。 

●鎌倉市役所男性職員が育児休業を取得した割合が平成27年度の2.7％から向上するよ

う努めます。 

 

❷ 男性中心型の労働慣行等の変革 

【施策の方向】 

●市民向け、民間企業向けに、女性の活躍推進や男女の働き方の変革の呼びかけを行い、

市を挙げた取組になるよう啓発に努めます。 

●組織のトップが、仕事と生活の調和と女性活躍を推進することが自らの組織にとって

いかに重要かを発信する機会を設け、多様性を受け入れる経営が市内に広まるよう努

めます。 

 

❸ 職場におけるハラスメントの防止 

【施策の方向】 

●セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等

の防止に向けた啓発活動に努めます。 

●民間企業における研修や学習機会を充実させるよう関係機関と連携して働きかけに努

めます。 
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方針２ 働く場での男女の均等な機会と平等な待遇の確保 

 

❶ 雇用機会・労働条件における男女平等の実現 

❷ 税制、社会保障制度等の見直し 

❸ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）(注）の導入 

 

働く場での男女間の処遇格差を是正するためには、均等な機会を与えるだけでなく、民

間企業が積極的に女性の人材を発掘し、能力発揮を促進し、その活用を図る取組を行うこ

とが重要であり、また、女性において割合の高い非正規雇用の雇用環境の整備に向けた取

組が重要です。 

昨今の雇用・就業形態は多様化しており、特に、パートタイム労働は家庭と仕事の両立

が図りやすいことから多くの女性が選択していますが、このようなパートタイム労働者等

の非正規労働者においては、同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進が重要

な課題となっています。 

正社員と非正規労働者との待遇の区別がなく、どの社員も納得して働き、その能力を発

揮できることは、労働者にとっても民間企業にとっても大きなメリットとなります。 

また、多くの民間企業では男性に比べて女性の登用が遅れがちであり、積極的改善措置

（ポジティブ・アクション）の導入を図ることは、女性の職域を拡大し、女性の能力を引

き出すことにつながり、実質的な男女均等の取扱いを実現するために必要なことです。民

間企業の積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の導入に当たっては、行政からの情

報提供や評価といった支援が必要です。 

 加えて、配偶者控除などの税制や社会保障制度においては、妻が夫の被扶養者として扱

われることが多く、結果として、働く女性を非正規の低賃金労働の雇用・就業形態に固定

化させ、女性の経済的自立を阻害する要因となっています。 

 雇用の均等な機会の確保を図るため、税制度の見直しなど、国や関係機関等の積極的な

取組が望まれます。 
  

（注） 「積極的改善措置」（ポジティブ・アクション） 

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

に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、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（男女共同参画社会基本法第２条第２号参照）。―「第４次男女共同参画基本計画」(平成2７年

12月25日閣議決定)１ページより 

 

❶ 雇用機会・労働条件における男女平等の実現 

 

【施策の方向】 

●社会の慣習にとらわれないで女性の職域を拡大するためにも、能力開発のための情報

提供や学習機会の充実に努めます。 

●低賃金の補助的業務や不安定雇用に女性を固定化することなく、個性や能力を生かし
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た多様な働き方が選択できるよう関係機関への働きかけに努めます。 

●パートタイム労働者の処遇や労働条件が低下しないよう、「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律」（平成５年法律第76号）（いわゆる「パートタイム労働法」。）

について民間企業への啓発を図るとともに、パートタイム労働者やこれから就業を望

む人に対しても啓発に努めます。 

●育児や介護などのために退職し、その後、再就職を希望する女性が再就職に必要な技

術の習得ができるように情報提供などに努めます。 

●女性の就労を促進する企業への支援やキャリアカウンセリングの充実などを行い、

様々なライフステージ、キャリア等に応じた就労環境を整備します。 

 

❷ 税制、社会保障制度等の見直し 

【施策の方向】 

●現在の税制や社会保障制度の問題点を、どのような世帯形態であっても公平・中立で

あるように見直すことを、国や関係機関に働きかけるなど、社会全体での取組を推進

するための啓発に努めます。 

 

❸ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の導入 

【施策の方向】 

●男女間の処遇格差を是正するため、積極的に女性の能力発揮を促進し、その活用を図

るよう民間企業への働きかけに努めます。 

●女性の配置や昇進などに男性との格差が生じないよう、研修等、能力開発の学習機会

が与えられるよう民間企業への働きかけに努めます。 

●女性の職業意識を高め、個人の資質の向上が図れるよう学習機会の充実に努めます。 

●鎌倉市特定事業主行動計画に基づき、市職員の女性の登用、職域拡大及び能力開発を

一層推進するとともに、管理職への女性の登用を進めます。 

●女性の登用を図るため、研修機会の充実や男女にかかわらず能力発揮ができる職場環

境の整備に努めます。 

 

方針３ 職場・就業環境の整備 

 

❶ 仕事と生活の調和に向けた職場環境づくり 

❷ 職場・就業環境の改善への積極的対応 

❸ 妊娠・出産・育児等への適切な配慮 

❹ 時間外・休日労働、深夜業の見直しと職場・就業環境の整備 

❺ 労働時間の短縮・弾力化 

 

女性の働き続けたいという意欲は大きくなっていますが、女性の能力が社会、特に労働

の場で必ずしも十分に生かされているとは言えないのが現状です。すべての女性が自分の
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意欲や能力を生かし、自分らしい働き方ができるよう、多くの支援が求められています。 

 民間企業が、働きやすい職場環境を整えるためには、働く男女の意識改革が大切です。

特に、出産をする女性及び育児・介護をする働く男女に対して、仕事面や精神面で支援で

きるような職場の雰囲気づくりを行い、また、妊娠・出産・育児等への適切な配慮をしつ

つ、本人がやる気を持って働き続けることができる体制を整えることが必要です。 

 また、現状として育児・介護などをしている働く男女にとって、働きづらい状況になら

ないように、労働基準法等の改正の趣旨を十分理解し、時間外・休日労働、深夜労働につ

いて配慮するよう、民間企業へ働きかけていくことが必要です。 

厳しい経済情勢を背景とした労働環境の変化によるストレスが病気の要因となることも

あるので、職業性疾病の予防などの観点から、職場における健康の保持と安全衛生面での

配慮や各種健康診断の充実が望まれます。 

 「鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、基本目標の③「鎌倉市で結婚・出産・

子育ての希望をかなえる」の基本的方向の２で、「職場におけるワーク・ライフ・バラン

スを向上させます」を掲げています。この基本的方向の２では、共働き世帯でのライフス

タイルを想定し、子育てしながら働くことができる環境の整備を目指し、仕事と生活の調

和の推進支援の取組を進めることとしています。 

 

❶仕事と生活の調和に向けた職場環境づくり 

【施策の方向】 

●男女が安心して仕事を続けながら、家事・育児・介護などの家庭責任を共同分担でき

る制度の実現に向けて社会全体への啓発に取り組みます。 

●育児・介護休業制度の充実について、民間企業側が積極的に促進できるよう、関係機

関と連携し、必要に応じて支援します。 

●「仕事と生活のバランスがとれている」と感じている市民の割合が、今後行う調査で

平成31年度に50％以上となることを目指します。 

●育児・介護休暇の取得推進や勤務時間限定正社員、地域限定正社員など多様な働き方

の導入など、人生設計や生活様式に合わせた働きやすく暮らしやすい調和のとれた環

境を整えるため、民間企業への啓発を行います。 

 

❷ 職場・就業環境の改善への積極的対応 

【施策の方向】 

●働く女性の就労状況や就労形態など市内民間企業の実態把握に努めます。 

●多様な就労についての情報提供や労働関係資料の整備に努めます。 

●労働者が不利益を被らないよう、労働相談等の推進に努めます。 

●300人以下の民間企業に女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定を呼び掛ける中

で、仕事と生活の調和に向けた職場・就業環境の改善を促すことに努めます。 

●部下の私生活とキャリアを応援し、自らも仕事と生活の調和を満喫し、組織の目線（利

益等）を達成する上司・経営者・管理職である「イクボス」の普及に努めます。 
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❸妊娠・出産・育児等への適切な配慮 

【施策の方向】 

●時間・業務に制約のある職員の仕事の成果を社会的に正しく評価していくよう啓発に

努めます。 

●働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために、本人の意思を尊重した適切な配慮の

ための制度の整備等、関係機関と連携して民間企業に実施と充実を促進するよう働き

かけに努めます。 

 

❹ 時間外・休日労働、深夜業の見直しと職場・就業環境の整備 

【施策の方向】 

●週休２日制の促進や労働時間の短縮などについて民間企業への啓発に努めます。 

●職場中心の意識・ライフスタイルと地域社会への参画との調和が図れるようボランテ

ィア休暇制度等について社会全体での取組を推進するための啓発に努めます。 

●地域の関係機関と連携し、職場における健康管理と安全衛生の整備についての啓発及

び勤労者の健康相談の推進に努めます。 

 

❺ 労働時間の短縮・弾力化 

【施策の方向】 

●労働時間の短縮や休暇制度の弾力的運用を民間企業へ働きかけるとともに、多様な働

き方が選択できるよう社会全体の認識を深めるための意識啓発に努めます。 
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目標４ 男女共同参画社会実現の意識づくり 

 

 男女共同参画社会を実現するうえで最も大きな障害は、人々の中に、長い時間をかけて

形づくられてきた性別に基づく固定的な役割分担意識です。この意識は、これまでの社会

制度や慣行のなかで醸成されてきており、男性ばかりでなく女性自身にも根強く見られま

す。このような意識が解消されなければ男女平等の達成は困難です。 

 このため、性別に基づく固定的な役割分担を前提とした社会制度や慣習を男女平等の視

点から見直すとともに、男女がともに自立した個人として尊重される社会を築くための意

識づくりが必要です。 

多様なライフスタイルが受け入れられ、個性が尊重される社会は、一人ひとりを大切に

し、共に支え合う社会につながります。家庭、学校、地域、職場などで行われる教育や学

習は、人々に男女の平等意識や人権尊重の意識を根づかせていくうえで極めて重要な役割

を果たします。女性が社会のあらゆる分野で力をつけ、その責任を果たし、また、男性が

家庭・地域にも主体的に参画していくためには家庭教育・学校教育がとりわけ重要です。 
 

方針１ あらゆる場面での男女平等教育の推進 
 

❶ 生命・人権・性の尊重と男女平等教育の充実 

❷ 固定的な性別役割分担意識を是正するための学習機会の提供 

 

人々の意識や行動、社会通念、しきたりの中には、男女の役割に対する固定的な考え方

が現在でも根強く見られ、人としての個性や生き方の多様性を否定することにつながりま

す。このような固定的な性別役割分担意識は、家庭では親のしつけや生活習慣により、ま

た、学校でも無意識のうちに児童生徒へ植えつけられてしまうこともあります。 

さらに、だれもが生きやすい社会にするためには、ＬＧＢＴのような性的には少数派で

ある人たちが偏見や差別を受けることのないよう、性的な多様性を否定しない意識を作っ

ていくことも大切です。 

 人権尊重の意識を人々が共有していくうえで、教育が果たす役割は大きく、特に学校に

おいては、性はもとより人種・国籍・障害などによる差別を受けない人権尊重の視点にた

った学習内容・指導方法を確立することが望まれます。 

 男性も女性も、生涯にわたって男女平等人権尊重の意識を育んでいくため、幼児期から

の家庭教育はもとより、保育園・幼稚園・学校など、地域社会のあらゆる教育の場におい

て、学習の機会や情報の提供を通じた取組が必要です。 

 

❶ 生命・人権・性の尊重と男女平等教育の充実 

【施策の方向】 

●生命の大切さや性を尊重する意識を、子どもの発達段階に応じて育てるため、性教育

や学習、相談体制の充実に努めます。 

●性の商品化の防止など人権を擁護するため、家庭・学校・社会全体で意識の啓発に努
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めます。 

●人権尊重と男女平等意識が醸成されるよう、学習機会の提供や資料の充実に努めます。 

●男女の自立に向けた職業の選択や進路の指導については、一人ひとりの個性や能力を

尊重した指導に努めます。 

 

❷ 固定的な性別役割分担意識を是正するための学習機会の提供 

【施策の方向】 

●日常生活面での慣習を見直し、社会的性別（ジェンダー）(注)についての理解を深める

ために、その学習機会の提供に努めます。 

●男女共同参画社会の実現に向け、男女がともにそれぞれが直面する課題について学習

できる場の提供や、学習資料の充実に努めます。 

 

(注) 社会的性別（ジェンダー） 

  「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／

sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性

像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）

という。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いという価値を含むもので

はなく、国際的にも使われている。―「第４次男女共同参画基本計画」(平成27年12月25日閣議決

定)133ページより 

 

方針２ 家庭生活への男女共同参画の意識づくり 

 

❶ 男女の家庭責任の共同分担 

❷ 男女の男女共同参画社会に向けての意識改革 

 

男女があらゆる分野の政策・方針決定の場に、平等に参加できる社会の形成を目指すた

めには、家庭生活における役割についても、男女が平等の立場で担っていくという意識を

持つことが必要です。 

 家事・育児・介護などの家庭責任を男女問わず家族全員で分担することは、男女平等意

識を育てるうえで大変効果的です。家庭責任への男女の参加は、女性のみならず男性にと

っても大きな意義を持つことから、男女でともに充実した家庭を築いていくための意識づ

くりに積極的な啓発活動が必要です。家庭での親の生活習慣や言動は、子どもに家族の一

員としての自覚と責任を育むだけでなく、人権尊重や男女平等などの意識の醸成にとって

極めて重要です。 

 

❶ 男女の家庭責任の共同分担 

【施策の方向】 

●性別役割分担意識を見直し、特に男性の生活面での自立能力を育てるため、家事等の
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生活技術を身につけることができるよう、学習機会の充実に努めます。 

●男女の家庭責任の分担を促進するため、男性向けの育児教室・介護教室などを開催し、

共同分担への意識啓発に努めます。 

●男性の地域活動への参加を促進するため、イベントや講座等の開催を夜間や休日にす

るなど、参加しやすい条件づくりに努めます。 

 

❷ 男女の男女共同参画社会に向けての意識改革 

【施策の方向】 

●男女があらゆる分野で能力を発揮し責任を分担する社会の形成を目指し、固定的な性

別役割分担意識を是正するための学習機会の充実に努めます。 

 

方針３ 社会制度、慣習の見直しと多様な生き方の尊重 

 

❶ あらゆる場での慣習の見直し・人権の尊重 

❷ 多様な家庭のあり方・多様な生き方の尊重 

  

家庭や職場のみならず社会のあらゆる分野に、男性と女性が対等な構成員として参加で

きるようにするための条件整備は大きな課題です。 

 そのためには、社会制度・慣習が実質的に男女にどのような影響を及ぼすのか常に検証

する必要があります。社会制度や慣習については、性別による明確な区別がない場合でも、

中立的な視点を欠き、男性と女性の固定的役割分担を固定化してしまっていることがあり

ます。 

個人がどのような家族形態や生活を選択しても、偏見による差別を受けたり、社会制度

上で不利な状況に置かれたりすることがないよう、社会のさまざまな仕組みを変えていく

ことが大切です。 

 また、家族がお互いに人間として尊重しあい、個人が多様な生き方を選択することが可

能となるような社会づくりへの啓発や取組が望まれます。 

 

❶ あらゆる場での慣習の見直し・人権の尊重 

【施策の方向】 

●日常生活に見られる性別役割分担意識の固定化につながる慣習や社会通念を見直すこ

とや、情報を的確に判断する力をつけるための学習機会の提供に努めます。 

●高度情報化が進む中で、さまざまなメディアを通じて男女共同参画についての啓発を

促進するとともに、情報の取得・発信における社会的格差が生じることのないよう、

また、個人の人権を侵害するような情報の流出を防止するよう努めます。 
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❷ 多様な家庭のあり方・多様な生き方の尊重 

【施策の方向】 

●多様な家族形態やライフスタイルを尊重し、差別や偏見をなくすための啓発に努めま

す。 
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目標５ 配偶者等に対する暴力の根絶と人権の尊重 

 

目標５は、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に基づく「鎌倉市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」として位置づけ

ます。 
 

配偶者等（3ページ注参照）からの暴力は、犯罪となる行為も含む重大な人権侵害です。

配偶者等からの暴力は、身体的な暴力だけでなく、精神的、性的、社会的あるいは経済的

な苦痛や損害を生じさせる暴力であり、このような暴力を根絶するため、平成13年(2001

年)４月に配偶者暴力防止法が制定され、被害者救済の施策に取り組んでいます。 

配偶者等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

に対して配偶者等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

っています。 

また、近年は男性も被害者となることも少なくありません。さらに、高齢者に対する経

済的虐待も深刻化しています。 

暴力が介在すると、家庭や家族関係において深刻な影響を与えます。 

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、配偶者等から

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す。 

本市においてもドメスティック・バイオレンス防止に向けた広報・啓発活動により、「暴

力はふるう方が悪い」という認識を市民全体が共有できるようにするとともに、被害者に

対しては、被害者の立場を十分に考慮した相談体制を整備し、その人権の回復に向けた支

援に取り組みます。また、緊急時には被害者を一時的に保護、救済ができる体制の整備に

向け、民間シェルターや県、警察など関係機関と連携を図りながら取組を推進します。 

 

 

方針１ 配偶者等に対する暴力防止の啓発 

 

❶配偶者等に対する暴力防止の啓発活動の充実 

 

ドメスティック・バイオレンスは家庭内の問題としてなかなか表に出にくく、被害者が

潜在化してしまう傾向がありますが、社会問題として認識し、被害が起こらないように、

また深刻にならないように予防することが重要です。 

暴力の被害者は常に不安と緊張を強いられ、委縮しながら社会から孤立していき、生き

る気力すら失いかねません。暴力は最大の人権侵害であり、「犯罪」行為であるという認

識を社会全体が高めるとともに、被害者が早期に自分の被害に気づき、勇気を出して相談

できるような環境を整えるため、広報・啓発事業の充実が求められます。 
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❶配偶者等に対する暴力防止の啓発活動の充実 

【施策の方向】 

●配偶者等に対する暴力を防止するための啓発活動の充実に努めます。 

 

方針２ 配偶者等からの暴力被害者への相談体制の整備・充実 
 

❶ あらゆる暴力に関する相談と支援 

❷ 相談事業の充実 
 

 本市は、家庭や地域、職場などで女性が抱える悩みに対応し、女性の主体的な生き方を

支援するために、専門の相談員を配置して女性相談を行ってきましたが、近年は高齢者や

男性からの相談にも対応しています。その中でも、社会問題として顕在化するようになっ

てきた配偶者等からの暴力に関する相談への取組の強化が求められています。 

 家庭内における身体的、精神的、性的、心理的損害や苦痛を生じさせる暴力行為など、

配偶者等あるいは配偶者等以外からのあらゆる暴力は、人権を侵害する行為であり、相談

者の立場を十分に考慮し、その人権が尊重され、回復されるための支援が望まれます。 

このような問題に対し、利用しやすい相談体制を整備するとともに、関係課及び関連機

関等と連携し、相談者の実情に即した支援が求められています。 
  

❶ あらゆる暴力に関する相談と支援 

【施策の方向】 

●配偶者等に対する暴力だけでなくそれ以外のあらゆる暴力にも相談できるよう努めま

す。 

●あらゆる暴力は、人権を侵害する行為であり、相談者の立場を十分に考慮した相談体

制の整備と、その人権の回復に向けた支援に取り組みます。 

 

❷ 相談事業の充実 

【施策の方向】 

●配偶者等からの暴力など困難を抱える人に対して、いつでも相談に対応することので

きる相談体制の整備や相談機関に関する情報提供に努めます。 

●複雑化、高度化する相談内容に対応できるような相談体制の充実に努めます。 

●男性被害者や加害者側を対象とした相談にも対応できるよう努めます。 

 

 

方針３ 配偶者等からの暴力被害者の安全確保と自立支援 

 

❶ 緊急一時保護と自立支援の体制づくり 

 

 家庭内での暴力行為等の相談は、心身に危険が及ぶ場合もあり、緊急時には相談者を一

時的に保護・救済ができる体制の整備が求められています。本市では神奈川県等に依頼し、
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被害者の一時保護を行っており、被害者の安全確保を最優先に考え、警察と連携を図り、

被害者に関する情報管理にも細心の注意を払った上で保護に当たっています。 

 一時保護をした被害者については、暴力を受けて弱った心身の回復に向けたケアを行う

とともに、自立に向けて住居の確保や就業支援など、また子どもを伴った被害者について

は子どもの就学や心のケアにも配慮しながら、関係機関と綿密な連絡を取り、総合的な支

援を行います。 

 

❶ 緊急一時保護と自立支援の体制づくり 

【施策の方向】 

●配偶者等からの暴力被害者を一時的に保護・救済できる体制の充実に向け、関係機関

との連携を図りながら、その推進に努めます。 

 ●一時保護施設入所者が生活基盤を整え、経済的にも精神的にも自立できるよう、関係

機関と連携を図りながら支援します。 
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国の第４次男女共同参画基本計画では、改めて強調している視点の一つとして推進体制

の整備・強化を挙げています。 

本市においても、このプランに基づく推進計画を策定するとともに、鎌倉市における審

議会等への女性委員の登用推進要綱に基づき、鎌倉市男女共同参画推進委員会に報告を行

い、様々な観点からのチェックや助言を得て進行管理を行ってきました。 

今後も男女共同参画社会を推進するためには、このプランの目標達成に向けた行政内部

における施策の進行管理をはじめ、市民、企業、行政等が一体となった取組が必要となり

ます。このため本章を設け、行政内部の推進体制の充実を図るとともに企業等関係機関へ

の働きかけ事項を定めました。 

 

第１節 行政の推進体制の整備 

 

条例に定められた役割を果たしていくためには、引き続き、行政内部での推進体制の

充実が必要です。このため、職員の意識づくりのための研修や庁内組織による施策の積

極的推進及びこのプランの進行管理を行います。 

 

１ 職員の意識づくりのための研修の充実 

（１） 男女平等の意識づくりをさらに進め、職場での固定的な性別役割分担意識をなく

すための研修実施や、情報提供や研修の場を通じて職員の意識啓発に努めます。 

（２） 行政刊行物から男女差別や、性別役割分担意識を感じさせる表現の撤廃に努めま 

す。 

 

２ 男女共同参画施策推進のための庁内組織の充実 

このプランの達成に向けた進行管理を行うため、鎌倉市人権・男女共同参画施策推

進連絡会において、総合的な調整、効果的な推進方法等の調査研究を行います。 

 

３ 施策の積極的推進と進行管理 

（１）このプランに基づく積極的な施策推進を図るため、市民の参加による鎌倉市男女共

同参画施策推進委員会において、進捗状況の評価、審議等を行います。 

（２）第２章に掲げる目標について、このプランに基づく５年間を計画期間とする「か

まくら21男女共同参画プラン（第２次）推進計画」を策定します。 

（３）かまくら21男女共同参画プラン（第２次）推進計画は、ＰＤＣＡサイクルの考え

方に基づいた進捗管理を行います。（図４） 

（４） 他の自治体との連携や市民活動団体との情報交換などを通じて、施策の推進に努

第３章  推進体制の充実 
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めます。 

 

【図４】 

 

 

 

 

４ 男女共同参画施策を推進するための行政資源の活用 

（１） 財政状況の厳しい中、男女共同参画社会の実現へ向けて、様々な行政資源の活用を

図ります。 

（２） 男女共同参画の視点にたった施策や活動を推進し、具体化するため、情報の収集と

発信に努めるとともに、関係機関や関係団体とのネットワークを広げます。 

 

 

鎌倉市男女共同参画推進委員会 

（鎌倉市男女共同参画推進条例に基づく調査審議）  

鎌倉市人権・男女共同参画施策推進連絡会 

（庁内推進組織）  

（Ｐｌａｎ） 

プラン、推進計画の 

策定・見直し  

（Ａｃｔｉｏｎ） 

次年度の事業 

への反映  

（Ｃｈｅｃｋ） 

実施結果の検証  

（Ｄｏ） 

施策の実施  

市民等 

ホームページ等で公表  
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第２節 関係機関等への働きかけ事項 

 

目標１「あらゆる分野への男女共同参画の推進」関係 

（１） 教育の場における管理職への女性の登用促進などは除々に改善が進んできています

が、さらなる女性登用の促進について県へ働きかけます。 

（２）男女間の処遇格差を是正するため、積極的に女性の能力発揮を促進し、その活用を 

図るよう民間企業へ働きかけます。 

 

目標２「心豊かに暮らせる地域社会の実現」関係 

（１） 従業員の精神的な健康管理推進のため、メンタルヘルス対策を民間企業へ働きかけ

ます。 

（２）低賃金の補助的業務や不安定雇用解消するため、個性や能力を生かした多様な働き

方の選択ができるように、民間企業に対する啓発と県から民間企業への指導を働き

かけます。 

（３） 妊娠・出産・育児等への適切な配慮のための制度の整備等について、関係機関と連

携して民間企業へ働きかけます。 

 

目標３「仕事と生活の調和のための環境づくり」関係 

（１）性別による職務分担を見直し、意欲や能力に応じた配置等が進められる人事制度が

確立されるよう民間企業への働きかけの他、民間企業への啓発と指導を県へ要請しま

す。 

（２）女性の配置や昇進などに男性との格差が生じないよう、研修等、能力開発の学習機

会が与えられるよう民間企業へ働きかけます。 

（３）子育て期の父母への支援について、男女がともに育児に参加するための意識づくり

と講座の充実等について関係機関に働きかけます。 

 

目標４「男女共同参画社会実現への意識づくり」関係 

（１）男女平等、人権尊重の意識を育んでいくため、あらゆる教育の場における学習の機

会や情報の提供について、関係機関へ要請します。 

 

目標５「配偶者等に対する暴力の根絶と人権の尊重」 

（１）配偶者等に対する暴力の早期発見・早期対応に向けて、庁内の関係課や県、警察、

民間団体等との連携の強化を働きかけます。 
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資    料 

 

１ 鎌倉市男女共同参画推進委員会名簿 

 

２ 鎌倉市男女共同参画推進条例 

 

３ 鎌倉市男女共同参画推進条例施行規則 

 

４ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 

５ かまくら 21 男女共同参画プラン（第２次）改訂版策定までの

経緯 
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資料１   

鎌倉市男女共同参画推進委員会委員名簿 

 

 

 

                                                                 

 

氏 名 所     属     等 

委 員 菊谷
キクタニ

 秀子
ヒデコ

 
特定非営利活動法人かながわ女のスペ 

ースみずら理事 

委 員 中根
ナカネ

 重義
シゲヨシ

 公益社団法人鎌倉青年会議所理事 

副委員長 中本
ナカモト

 テリー  公募市民委員 

委 員 松谷
マツヤ

 順子
ジュンコ

 
県立かながわ男女共同参画センター参 

画推進課長 

委員長 安冨
ヤストミ

 潔
キヨシ

  慶應義塾大学名誉教授、弁護士 

 

五十音順（敬称略） 

  任期  平成 27 年 10 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日  
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資料２   

鎌倉市男女共同参画推進条例 

平成19年１月４日 

条例第24号 

鎌倉市男女共同参画推進条例をここに公布する。 

鎌倉市男女共同参画推進条例 

男女が個人として尊重され、互いに認め合い、性別による差別のない平等な社会を実現

することは、私たち市民の共通の願いである。 

現在の急速な少子高齢化の進展、家族形態の多様化等社会情勢の変化に適切に対応し、

鎌倉市が今後も心豊かな活力のあるまちとして発展していくためには、男女が性別や世代

を超え、互いに思いやり、支え合う地域社会を構築し、男女共同参画社会を実現すること

が重要である。 

美しい自然と貴重な歴史や文化を持つ鎌倉市では、これまで幅広い分野における市民の

積極的な社会参加により、男女共同参画社会の実現のための様々な取り組みを進めてきた。

しかし、性別による差別の解消、固定的な役割分担の見直し等の課題が残されており、男

女共同参画社会の実現には、なお一層の努力が必要である。 

ここに、鎌倉市、市民及び事業者が協働し、男女平等の理念の下に、男女が互いに責任

を果たしつつ、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に

取り組む姿勢を明らかにするため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、並びに市、市民及び

事業者の役割を明らかにするとともに、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、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実施

し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「男女共同参画」とは、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、

共に責任を担うことをいう。 

（基本理念） 
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第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる理念に基づいて行われなければならない。 

（１） 男女の個人としての尊厳が尊重され、男女が性別による差別的取扱いを受ける

ことなく、個人として能力を発揮できる機会が確保されること。 

（２） 性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が個人の生

き方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ること。 

（３） 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、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、それらの家庭生活における活動と就業その他の活動との両立が図られること。 

（４） セクシュアル・ハラスメント（相手が望まない性的な言動により相手方の生活

環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与え

ることをいう。）、配偶者等への暴力その他の性別による人権侵害を抑止するととも

に、助長されることがないように配慮されること。 

（５） 男女が対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動の意思決定の場

に共同して参画する機会が確保されること。 

（６） 男女共同参画社会の実現に向けた国際社会における取り組みに関する十分な理

解がされること。 

（市の役割） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女

共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、

県その他の地方公共団体及び関係団体と連携を図り、かつ、市民及び事業者と協働して

行うものとする。 

３ 市は、その他の施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成

に配慮しなければならない。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念に関する理解を深め、市の実施する施策に協力するようにする

とともに、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる分野において、男女共同参画

の推進に寄与するように努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念に関する理解を深め、市の実施する施策に協力するようにす

るとともに、その事業活動を行うに当たっては、就業者の職業生活と家庭生活との両立

が図られるようにするための職場環境の整備に積極的に取り組むものとする。 

（基本的施策） 
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第７条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基本的施策を行うものとする。 

（１） 男女共同参画について、市民及び事業者の理解を深めるための広報活動等の充

実を図るとともに、学校その他のあらゆる教育の場において、男女平等の意識を浸透

させるための適切な措置を講ずること。 

（２） 家庭生活における活動と就業その他の活動との両立を図るため、子育て、家族

の介護等を支援するための環境の整備に努めること。 

（３） 性別による差別その他の男女共同参画を阻害する要因の解消を図るための総合

的な支援体制の整備に努めること。 

（４） 社会のあらゆる分野における活動の意思決定の場に参画する機会に係る男女間

の格差を生じさせないようにするため、市民及び事業者と協力し、啓発等を行うこと。 

（男女共同参画推進計画の策定） 

第８条 市長は、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実施するため、

男女共同参画推進計画（以下「推進計画」という。）を定めなければならない。 

２ 市長は、推進計画を策定しようとするときは、鎌倉市男女共同参画推進委員会の意見

を聴かなければならない。 

３ 市長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第９条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、鎌倉市男

女共同参画推進委員会に報告の上、公表するものとする。 

（男女共同参画推進委員会） 

第10条 推進計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議するため、

市長の附属機関として、鎌倉市男女共同参画推進委員会（以下「推進委員会」という。）

を置く。 

２ 推進委員会は、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べること

ができる。 

３ 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。 

４ 委員は、市民、事業者、男女共同参画に関する活動を行う団体の代表者及び男女共同

参画に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 市長は、委員を委嘱するに当たっては、その委嘱の際男女いずれか一方の委員の数が、

委員の総数の10分の４未満とならないよう配慮しなければならない。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
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７ 委員は、再任されることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（意見等の申出） 

第11条 市の男女共同参画の推進に関する施策若しくはその実施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若しくはその実施について意見等のある者は、そ

の旨を市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出への対応に当たり、特に必要があると認めるときは、

推進委員会の意見を聴くことができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、第１項の規定による申出に関する手続その他必要な事項

は、規則で定める。 

（相談等の申出） 

第12条 性別による差別その他の男女共同参画を阻害する要因による人権侵害に関する相

談等のある者は、その旨を市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、関係機関と相互に連携し、必要な助

言を行う等適切な対応をするものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申出のうち高度な専門的知識を必要とする相談に対応す

るため、鎌倉市男女共同参画専門相談員を置く。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この条例は、平成19年２月１日から施行する。 
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資料３ 

鎌倉市男女共同参画推進条例施行規則 

平成19年１月４日 

規則第23号 

改正 平成19年 ３月30日規則41 

鎌倉市男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。 

鎌倉市男女共同参画推進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鎌倉市男女共同参画推進条例（平成19年１月条例第24号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（男女共同参画推進委員会） 

第２条 鎌倉市男女共同参画推進委員会（以下「推進委員会」という。）に委員長及び副

委員長を各１人置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはそ

の職務を行う。 

（会議） 

第３条 推進委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長がその

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

（会議の公開） 

第４条 会議は公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めたときは、

これを公開しないことができる。 

（関係者の出席等） 

第５条 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 推進委員会の庶務は、この推進委員会の所掌事務を所管する課等において処理す
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る。 

（その他の運営に関する事項） 

第７条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

推進委員会に諮って定める。 

（意見等の申出等） 

第８条 条例第11条第１項に規定する申出（以下「申出」という。）は、男女共同参画に

係る意見申出書（別記様式）により行うものとする。 

２ 市長は、申出の内容に次の各号に掲げる事項のいずれも含まないものについて、調査

及び判断を行う等適切に対応するものとする。 

（１） 判決又は裁決により確定した事項 

（２） 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立てにより審理中の事

案に関する事項 

（３） 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47

年法律第113号）第16条に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項 

（４） 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項 

（５） 条例又はこの規則に基づく市長の行為に関する事項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が調査することが適当でないと認める事項 

３ 市長は、申出の内容について対応しないときは、速やかに、文書によりその理由を付

して当該申出をした者に通知するものとする。 

（調査結果等の通知） 

第９条 市長は、申出について調査を終了したときは、遅滞なく、文書によりその結果を

当該申出をした者に通知するものとする。 

（その他の事項） 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この規則は、平成19年２月１日から施行する。 

付 則（平成19年３月30日規則41） 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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資料４ 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成27年９月４日 

法律第64号 

第一章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業

生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基

本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活

躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を

明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活におけ

る活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高

齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す

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

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

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

と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

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

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

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

男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお

ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を

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

な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

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

立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 
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（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進につい

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

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

ばならない。 

  

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

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

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

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

活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

  

第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

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

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

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

な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

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

項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

   

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推
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進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道

府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

  

第三章 事業主行動計画等 

 

第一節 事業主行動計画策定指針 

 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における

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

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

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

下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

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

となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

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

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

  

第二節 一般事業主行動計画 

   

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

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

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

労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

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

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

ればならない。 

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

厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

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

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

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

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

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

る。 

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

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

一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

    

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主から

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

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

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

ができる。 

     

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事

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

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

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

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

い表示を付してはならない。 
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（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九

条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

   

（委託募集の特例等） 

第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

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

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

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

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

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

ない。 

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

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

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

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

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

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

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

ものをいう。 

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

めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 

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

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

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

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

同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四

十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定

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

定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与につい

て、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定

する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条

第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよう
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とする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は

期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三

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

ようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第

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

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

者の募集に従事する者」とする。 

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

いて報告を求めることができる。 

      

第 13 条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、か

つ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の

効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

   

（一般事業主に対する国の援助） 

第 14 条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しよ

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

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

が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

  

第三節 特定事業主行動計画 

 

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの

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

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

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

らない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

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

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

施時期 

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

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

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

務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生
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活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

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

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

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

に定めなければならない。 

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

職員に周知させるための措置を講じなければならない。 

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

公表しなければならない。 

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

を公表しなければならない。 

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

動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

     

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

   

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 16 条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職

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

の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

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

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

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

  

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 17 条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

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

活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

     

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第 18 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

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

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

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

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

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

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

当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

        

（財政上の措置等） 

第 19 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援す

るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

  

（国等からの受注機会の増大） 

第 20 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振

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

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

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

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

等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

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

必要な施策を実施するように努めるものとする。 

  

（啓発活動） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関

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

  

（情報の収集、整理及び提供） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外に

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

提供を行うものとする。 

  

（協議会） 

第 23 条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する

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

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

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

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

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

議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

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

規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員と
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して加えるものとする。 

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

構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）

が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共

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

における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

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

その旨を公表しなければならない。 

  

 （秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

   

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

  

第五章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一

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

とができる。 
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資料５  
 

かまくら21男女共同参画プラン（第２次）改訂版策定までの経緯 
 

年 月 日 プラン策定の経緯及び国・県の動向  

平成19年(2007年)２月 

 

・鎌倉市男女共同参画推進条例制定 

（鎌倉市） 

平成19年(2007年)３月 ・第1回鎌倉市男女共同参画推進委員会開催 

（鎌倉市） 

平成19年(2007年)６月 ・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム

労働法）の一部改正（施行は平成20年４月） 

（国） 

平成19年(2007年)７月 ・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の一部

改正（施行は平成20年１月） 

(市町村の努力義務として基本計画の策定や配偶者暴力相談支

援センター機能の実施、保護命令制度の拡充など） 

（国） 

平成19年(2007年)12月 ・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の策定 

（国） 

平成20年(2008年)２月 ・「仕事と生活の調和元年」2008シンポジウム開催 

（国） 

平成20年(2008年)３月 ・かながわ男女共同参画推進プラン（第２次）策定 

（神奈川県） 

平成21年(2009年)１月 ・「かまくら21男女共同参画プラン」一部修正 

（鎌倉市） 

平成21年(2009年)３月 ・「かながわＤＶ被害者支援プラン」の改定 

（神奈川県） 

平成22年(2010年)３月 ・「労働時間等見直しガイドライン」の改正 

（国） 

平成22年(2010年)６月 ・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の政労使トップに

よる新たな合意の締結 

（国） 
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年 月 日 プラン策定の経緯及び国・県の動向  

平成22年(2010年)７月 ・男女共同参画会議基本問題・計画専門調査会より「第３次男

女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方を答申 

（国） 

平成22年(2010年)８月11日 ・ 鎌倉市男女共同参画推進委員会（通算第６回） 

「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）」の策定について 

検討を開始 

（鎌倉市） 

平成22年(2010年)12月 ・「第３次男女共同参画基本計画」策定 

（国） 

平成23年(2011年)３月25日 

 

 

・ 鎌倉市男女共同参画推進委員会（通算第７回） 

「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）」 

プランの基本的な考え方、構成について 

（鎌倉市） 

７月13日 

 

・鎌倉市人権・男女共同参画施策推進連絡会 

 「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）」 

  プランの基本的な考え方、構成について 

（鎌倉市） 

        ７月26日 

 

 

・平成23年度第１回鎌倉市男女共同参画推進委員会(通算第８回） 

「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）」 

プランの構成、目標等について 

（鎌倉市） 

10月６日 

 

 

・平成23年度第２回鎌倉市男女共同参画推進委員会(通算第９回） 

「かまくら 21 男女共同参画プラン（第２次）」 

プランの素案について 

（鎌倉市） 

11月17日 

 

 

・平成23年度第３回鎌倉市男女共同参画推進委員会（通算第 10 回） 

 「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）」 

プランの素案、意見公募手続（ブリックコメント）の実施 

について 

（鎌倉市） 

平成23年(2011年)12月5日 

～ 

平成24年(2012年)１月4日 

・ 意見公募手続（パブリックコメント）実施 

 

（鎌倉市） 

平成24年(2012年)１月31日 ・平成23年度第４回鎌倉市男女共同参画推進委員会（通算第11回） 

 「かまくら2１男女共同参画プラン（第２次）」 

  意見公募手続（パブリックコメント）の結果について 

  素案の変更点等について 

 （鎌倉市） 
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年 月 日 プラン策定の経緯及び国・県の動向  

平成24年(2012年)３月 ・「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）」策定 

（鎌倉市） 

平成25年(2013年)３月 ・「かながわ男女共同参画プラン（第３次）」策定 

 （神奈川県） 

平成26年(2014年)３月 ・「かながわＤＶ防止・被害者支援プラン」策定 

 （神奈川県） 

平成27年(2015年)４月 

 

 

・かながわ女性センターが県藤沢合同庁舎に移転、かながわ男女

共同参画センター（かなテラス）に名称変更  

（神奈川県） 

８月 

 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍

推進法）成立 

（国） 

        12月 

 
・「男女共同参画基本計画（第４次）」策定 

（国） 

平成28年(2016年)８月26日 

 
・平成28年度第１回鎌倉市男女共同参画推進委員会 

「かまくら 21 男女共同参画プラン（第２次）」の改訂について 

（鎌倉市） 

11月15日 

 

 

・平成28年度第２回鎌倉市男女共同参画推進委員会 

 「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）改訂版」 

プランの素案、意見公募手続（ブリックコメント）の実施 

について 

（鎌倉市） 

平成28年(2016年)12月28日 

～ 

平成29年(2017年1月26日 

・ 意見公募手続（パブリックコメント）実施 

 

（鎌倉市） 

3月14日 ・平成28年度第３回鎌倉市男女共同参画推進委員会 

 「かまくら21男女共同参画プラン（第２次）改訂版」 

 改訂版プラン案の確定について 

 

 （鎌倉市） 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市 経営企画部 文化人権推進課 

          人権・男女共同参画担当 

〒248-8686 鎌倉市御成町 18 番 10 号 

TEL：0467-61-3870 

FAX：0467-23-8700 

Mail：jinken-danjo@city.kamakura.kanagawa.jp 

 

平和都市宣言 
 

われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

昭和３３年８月１０日 

鎌倉市 

 

鎌倉市民憲章 
 

制定 昭和４８年１１月３日 

前 文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、 

わたくしたち市民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわたく 

したちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、わたくした 

ちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを願い、 

ここに市民憲章を定めます。 

 

本 文 

１  わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、 

住民自治を確立します。 

１  わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・ 

文化・福祉の充実に努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、 

責任をもってこれを後世に伝えます。 

１  わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまち 

づくりに努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に 

良識と善意をもって接します。 


