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 世界の動向 

 

平成 27 年（2015 年）の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」では、「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられました。 

SDGs の目標のひとつに「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化

を図る」ことが掲げられており、女性に対する差別や暴力の排除、あらゆる場面での女性

の参画やリーダーシップの機会の確保などが示されています。 

国際社会における男女平等の実現に向けた取組を受けて、国では、平成 28 年（2016 年）

に「SDGs 実施指針」を定め、地方自治体に対して、各種計画や戦略、方針の策定・改定

に当たっては、SDGs の要素を最大限反映することを奨励しています。 

 

●ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）：持続可能な開発目標 

貧困、不平等、格差、テロや紛争、気候変動など、世界が抱える社会・経済・環

境面の問題を解決し、持続可能な形で発展していくため、国際社会が 2030 年まで

に目指す 17 の目標を設定しています。 

本計画においても、SDGs の目標 5「ジェンダー平等の実現」をはじめ、SDGs の

複数の目標に関連するものとして、各取組の推進を図ります。 

 

 

 

１ 
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 国の動向 

 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 
（女性活躍推進法）の改正 

一般事業主行動計画の策定等の義務を、常用労働者 301 人以上の企業から 101 人以

上の企業に拡大することや、女性活躍に関する情報公表項目の拡大等を内容とする「女

性活躍推進法等一部改正法」が令和 2 年（2020 年）4 月から施行されました。（対象企

業の拡大については、令和 4 年（2022 年）4 月施行） 

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則」が改正され、常

用労働者 301 人以上の一般事業主は、「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を

行う事が義務付けられました。（令和 4 年（2022 年）7 月 8 日施行） 

 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の施行 

衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等に

なることを目指すことなどを基本原則とする「政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律」が、平成 30 年（2018 年）5 月に施行されました。 

国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に

ついて目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどが定められました。 

また、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」

が施行され、政党は、候補者の選定方法の改善や候補者となるにふさわしい人材の育成、 

  セクハラ・マタハラ等への対策にも自主的に取り組むよう努めるものとされました。 

  （令和 3 年（2021 年）6 月 16 日施行） 

 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
（働き方改革関連法）の成立 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方

改革を総合的に推進することを目的とした、「働き方改革関連法」が成立し、時間外労

働の上限設定や 5 日以上の年次有給休暇の取得義務の導入等が定められた「労働基準

法」が平成 31 年（2019 年）4 月から施行されました。（中小企業の「時間外労働の上限

設定」は、令和 2 年（2020 年）4 月施行） 

また、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を改善するための

規定の整備等を内容とする「パートタイム・有期雇用労働法」が改正され、令和 2 年

（2020 年）４月から施行されました。（中小企業は、令和 3 年（2021 年）4 月施行） 

２ 
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「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関
する法律（男女雇用機会均等法）」及び「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」（育
児・介護休業法）の改正 

職場における妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント※防止措置についての事

業主への義務付けを内容とする「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」が改

正され、平成 29 年（2017 年）1 月に施行されました。 

また、これらの法律を改正し、事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの

禁止等、ハラスメント対策の強化について、令和 2 年（2020 年）6 月に一部施行されま

した。 

そして、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を

両立できるようにするため「育児・介護休業法」が令和 3 年（2021 年）6 月に改正され

ました。育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向

確認が義務付けられたほか、出生直後でも育児休業を柔軟に取得できる「出産時育児休

業制度」が創設されました。また、育児休業を分割して取得できるようになり、男性の

育児休暇の取得を後押ししています。 

 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
（配偶者暴力防止法）の一部改正 

DV 被害者及びその同伴する家族に適切な保護が行われるよう「配偶者暴力防止法」

が改正され、令和 2 年（2020 年）4 月に施行されました。これにより、相互に連携を図

りながら協力するよう努めるべき関係機関に児童相談所が含まれることが明確化され

ました。 

 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の成立 

家庭内暴力（DV）や性被害、貧困など様々な問題を抱える女性の意思が尊重されな

がら、抱えている問題に応じた最適な支援を受けることができるよう福祉の増進を図り、

困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進する新法が成立しました。（令和

6 年（2024 年）4 月から施行予定） 

 

                                                   

ハラスメント：属性や人格に関する言動などによって、他の人に不快感や不利益を与え尊厳を傷つけること。セク

シュアル・ハラスメント（性的な言動による嫌がらせ）、パワー・ハラスメント（職場などでの地位や立場を利用

した嫌がらせ）、マタニティ・ハラスメント（妊娠や出産に関する嫌がらせ） 
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「SDGs 達成に向けた取組」 

平成 27 年（2015 年）に、国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」が採択され、持続可能な環境や社会を実現するために、「誰一人取り残さな

い」を理念とする持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）における 17 ある目標の 1 つとして

「ジェンダー平等の実現」が掲げられました。平成 28 年（2016 年）に内閣総理大臣を

本部長、全閣僚を構成員とする「SDGs 推進本部」を設置し、持続可能で多様性と包摂

性のある社会の実現のために取り組んでいます。 

 

「第 5 次男女共同参画基本計画」の閣議決定 

令和 2 年（2020 年）12 月に「第 5 次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令

和の社会へ～」が閣議決定されました。この計画では、目指すべき社会として以下の 4

つを提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会基本法が目指す男女共同参画社会の

形成を促進していくとしています。 

●目指すべき社会 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様

性に富んだ、活力ある持続可能な社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会

生活、家庭生活を送ることができる社会 

④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げ

られている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、

国際社会と協調する社会 

 

「女性デジタル人材育成プラン」の決定 

男女共同参画会議（令和４年（2022 年）４月 26 日）において、「女性デジタル人材

育成プラン」が決定されました。コロナ禍で厳しい状況にある女性の就業獲得や所得向

上に向けて「就労に直結するデジタルスキルを身に付けた女性デジタル人材育成の加速

化」を目標に掲げ、特に女性を対象とした取り組みを積極的に実施するとしています。 
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 山口県の動向 

 

「やまぐち維新プラン」の策定 

新たな県政運営の指針として、今後、県が進める政策の基本的な方向をまとめた総合

計画であり、また、県が目指す県づくりの方向性を、市町、関係団体、企業、県民と共

有し、共に取り組んでいくための指針として、平成 30 年（2018 年）10 月に「やまぐち

維新プラン」が策定されました。 

プランの重点施策に「M 字カーブ※の解消に向けた女性就業支援の強化」や「女性が

輝く地域社会の実現」を掲げ、事業所や地域における女性の活躍を促進することとして

います。 

 

第 2 期「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定 

地方創生を次のステージに押し上げていくため、第 1 期総合戦略の検証結果を反映

し、「やまぐち維新プラン」を「まち・ひと・しごと」の創生の観点から再構築した上

で、県の実情に応じた実践的な計画として、令和 2 年（2020 年）3 月に「山口県まち・

ひと・しごと創生総合戦略」が策定されました。 

その中で、「女性のやまぐちへの定着、活躍の促進」、「女性が輝く地域社会の実現」

を掲げ女性の活躍を促進することとしています。 

 

性暴力相談ダイヤル「あさがお」の開設 

性暴力被害に特化した相談専用電話を平成 29 年（2017 年）1 月に山口県男女共同参

画相談センターに開設し、関係機関と連携しながら、24 時間 365 日の運用体制で、被

害直後からの総合的な支援（相談、産婦人科医療、カウンセリング、法律相談等）を実

施しています。 

 

「第 5 次山口県男女共同参画基本計画」の策定 

男女共同参画社会基本法に基づく「第５次山口県男女共同参画基本計画」が、令和 3

年（2021 年）3 月に策定されました。この計画の目指す方向は、男女が社会の対等な構

成員としてあらゆる分野に共に参画し、責任を分かち合い、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」です。 

 

                                                   

M 字カーブ：日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代

後半が山になるアルファベットの M のような形になることをいう。 

３ 
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「第 5 次山口県配偶者暴力等対策基本計画」の策定 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正や国の「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」の改定等を

踏まえ、「第 5 次山口県配偶者暴力等対策基本計画」が、令和 3 年（2021 年）3 月に策

定されました。 

 

 

 防府市の動向 

 

防府市男女共同参画推進条例の制定 

平成 25 年（2013 年）10 月に、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、男女共同参画社会を実現することを目的として「防府市男女共同参画推進条例」

を制定しました。 

条例では、男女共同参画を推進するための基本理念を定め、市、市民、事業者及び教

育に携わる者の責務を明らかにし、男女共同参画に関する施策の基本事項などを定めて

います。 

 

男女共同参画啓発講座等の取組 

男女共同参画を考えるきっかけづくりのため、平成 10 年度（1998 年）から、広く市

民を対象とした「男女共同参画啓発講座」を開催しています。 

また、男性の家事・育児を促進する取組として、「父と子の料理教室」や、平成 25 年

度（2013 年）から、「イクメン・イクジイ・カジダン」フォトコンテスト※を実施してい

ます。 

 

配偶者等からの暴力などに関する相談窓口 

平成 19 年（2007 年）7 月から、社会福祉課に女性相談員を配置し、配偶者等からの

暴力に関する相談窓口を設置しています。配偶者等からの暴力に関する相談に限らず、

幅広く女性からの悩みごとに関する相談を受けています。 

 

                                                   

「イクメン・イクジイ・カジダン」フォトコンテスト：本市の男性の家事・育児を促進するための事業の一つ。イクメンは「育

児をする男性」を、イクジイは「育児を楽しむおじいさん」をカジダンは「家事に積極的な男性」を指す略語。

これらの人を写した写真を募集、人気投票を経て、入賞作品を決定、表彰するコンテストのこと。 

４ 
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デート DV 予防啓発の取組 

市内の中学生を対象に、デート DV※の予防に対する認識を深めるための「デート DV

予防啓発講座」を実施しています。 

また、市内の中学３年生と高校３年生に、デート DV に関するリーフレットと相談カ

ードを配布しています。 

 

事業所としての防府市役所の取組 

本市では、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整

備に取り組む「次世代育成支援対策推進法」及び、女性の職業生活における活躍を推進

し、豊かで活力ある社会の実現を図る「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」の規定に基づく特定事業主行動計画※として、「防府市特定事業主行動計画」を策定

しました。 

組織全体で女性職員の活躍を推進するとともに、男女ともに安心して子育てができ、

働きやすい職場の実現に向けた取組を進めています。 

 

 

                                                   

デート DV：交際中のカップル間に起こる様々な暴力のこと。被害者の多くが若者であり、一般的な DV の特徴に

加えて、思春期・青年期の特徴的な心理や性意識・行動が影響している。 

特定事業主行動計画：女性の職業生活における活躍に向けて、採用から配置・育成、妊娠・出産・子育て期を通

じた継続就業、登用促進などの取組を行うために策定する計画で、民間事業主では「一般事業主行動計画」、国や

地方公共団体では「特定事業主行動計画」という。 


