
第Ⅵ講座 
 

男女共同参画とは 

全消協九州ブロックユース代表 外間 綾 





男女雇用機会均等法 男女共同参画社会基本法 

制定 １９８５年 制定 １９９９年 制定 

内容 募集、採用、昇進など、雇用
に関して男女間の差別を禁
止する法律 

男女が対等の立場で、個人として
の能力を十分に発揮し、家庭生活
と仕事に生活を両立させていく社
会を目指すための法律。 
またその実現のための責務を政府
や自治体にも求めている。 

補足説明 制定時は努力目標だったが
1997年の改正（実際の施行
は1999年）時に禁止に強化
れた。 

違いのポイント 社会活動全般に関しての法律 

どちらも「男女平等を目指す」という点では共通していますが、男女雇用機会均等法は 
雇用に関してのみ規定している法律,男女共同参画社会基本法は社会活動全般に関 
して規定している法律,という点に違いがあります。 
 
基本法とは、国の制度や政策についての理念や基本方針を示した法律です。 
 



男女共同参画社会基本法 

   男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によっ
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 

             （男女共同参画社会基本法第２条） 



基本理念 



少子高齢化 

労働力減少 

女性の担い手 

就業率向上 

経済社会活性化 





女性にとって消防職場って働きやすい？ 
   

   

 

女性消防吏員の採用拡大が進まない理由として 
・女性消防吏員受入れのための庁舎・施設等の整備が不十分であるため。 
・過去に女性消防吏員を採用したことがない。 



トイレの男女別は義務 

 事務所衛生基準規則１７条 

 労働安全衛生法施行規則６２８条 

 

 「男性用と女性用に区別すること」 

 ※労働安全衛生法２３条 

  「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場につい
て・・・・休養、避難及び清潔に必要な措置その他の労働者の健
康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければなら
ない。」 



休憩室の男女別も義務 

 労働安全衛生法施行規則618条 

 （休養室等）  

 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労
働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養
室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなけれ
ばならない。  

    ※床する⇒横になる 

 更衣室についても同様。 

※労働安全衛生法119条 

  ６月以下の懲役または500000円の罰金に処する  
 



専用を整備 専用に転用 兼用 なし 計 

回答数
（人） 

比率
（％） 

回答数
（人） 

比率
（％） 
 

回答数
（人） 
 

比率
（％） 
 

回答数
（人） 
 

比率
（％） 
 

計 

更衣室 81 
 

67.5% 26 21.7% 7 5.9% 6 5.0% 
 

120 

仮眠室 74 61.1% 34 28.1% 7 5.8% 6 5.0% 120 

休憩室 32 26.7% 12 10.0% 52 43.3% 24 20.0% 120 

浴室 
（浴槽付） 

59 49.2% 2 1.7% 28 23.3% 31 25.8% 120 

浴室 
（シャワーのみ） 

25 22.3% 5 4.5% 19 17.0% 63 56.3% 120 

トイレ 113 94.2% 7 5.8% 0 0.0% 0 0.0% 120 

洗面所 61 50.8% 3 2.5% 46 38.3% 10 8.3% 120 

洗濯機 47 39.2% 2 1.7% 57 47.5% 14 11.7% 120 



すべてのハラスメントの一掃 

・セクシャル・ハラスメント 
・パワー・ハラスメント 
・マタニティー・ハラスメント 
・モラル・ハラスメント 
・ジェンダー・ハラスメント 
・アルコール・ハラスメント 
・マリッジ・ハラスメント 



  相手に迷惑をかけること 

 性に 





総務省消防庁  （通知） 
女性消防職員の採用、職域拡大に係る留意事項 
                           
○平等な受験機会。 
 
○労基法第64条3の第2項（女性労働基準規則） 
  合理的に解し、職域拡大、積極的な取り組み。 
 
○庁舎等の環境を計画的な整備を図る。 
 
ILO第111号条約 
雇用と職業の面で、どのような差別待遇も行われてはならないことを 
規定。 



総務省消防庁  （通知） 
女性消防職員の警防業務への従事に係る留意事項 
                           
○労基法第64条3の第2項（女性労働基準規則） 
重量物を取り扱う業務、有害物のガス等を発散する場所に 
おける業務が、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害であ 
るとして、女性一般の就業が制限されている。しかしながら、 
この就業制限に係る規定を理由に、女性職員の職域から、 
災害現場における警防業務すべてを排除することは適当 
ではなく、就業制限の趣旨を踏まえつつ、合理的な解釈を 
もって、女性消防職員についても警防業務に配置することは 
可能。 
 



労働基準法 第64条の３第１項 
危険有害業務の就業制限①  

「重量物を取り扱う業務」とは・・ 

年齢 重量（単位 kg） 

断続作業時間 継続作業時間 

満16歳未満 １２ ８ 

満16歳以上満18歳未満 ２５ １５ 

満18歳以上 ３０ ２０ 

「重量物」とは 
     荷物を意味し、人体は含まれない。 
「重量物を取り扱う」とは 
     持ち上げることであり、押すこと引くこと含まれない。 



労働基準法 第64条の３第１項 
危険有害業務の就業制限②  

「有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に 
 おける業務」とは・・ 

製造業の工場や作業所など、常時、有害物のガス等が発散 
している場所が想定されるものであり、「発生するおそれの 
ある場所」までは含まれない。 

消火活動等では、空気呼吸器やガス検知器等の使用により 
安全管理による身体保護をしている。 
 
だだし、毒劇物等に係る特殊災害への対応を主任務とする 
業務に伴う潜在危険の蓋然性をかんがみ適当ではない。 





 



６５％ 

７０％ 



性別を理由として 
    役割を固定的に分ける考え方のことを 

女性は、社会進出を拒まれてきた 
 
男性は、苦しめられた部分もある 



知ってました？？？ 

・育児休業制度 
 １人の子に１回 １歳に達する日（誕生日前日） 
 
・介護休業制度 
 要介護状態の家族１人につき１回 通算９３日まで 
 
・子の看護休暇制度 
 小学校就学前の子が病気、ケガ  １年に５回 



 



男性の労働時間 



消防職員の労働時間は・・ 

４０時間労働 

無賃金拘束 

生涯学習 

JPTEC 

MCLS 



男性の家事・育児参画時間 



男性の育児休業取得意向と実際 



第３次男女共同参画基本計画 

項目 現状 成果目標 
（期限） 

労働時間等の課題について労使が話合
いの機会を設けている割合 

５２.１％ 
（平成２１年） 

１００％ 
（平成３２年） 

男性の育児休業署取得率 １.７２％ 
（平成２１年） 

１３％ 
（平成３２年） 

年次有給休暇取得率 ５２.１％ 
（平成２１年） 

１００％ 
（平成３２年） 



ワーク    ライフ   バランス  





全消協の取り組み 

○ 男女平等政策および職場における雇用平等推進 
○ 女性職員の更なる積極的な採用と職域の拡大等 
    の推進 
○ 育児・介護を行う職員の超過勤務の制限 
○ 男女がともに担う安全衛生活動の確立 
○ 介護休暇全期間に関わる掛金の免除 
○ 育児休業・介護休暇に関わる休業給付金の支給 
    水準、期間の改善 
○ 出産費・出産手当の増額 




