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みんなが輝くまち関市男女共同参画推進条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第８条） 

 第２章 権利侵害の禁止（第９条・第１０条） 

 第３章 基本的施策（第１１条－第１８条） 

 第４章 関市男女共同参画推進審議会（第１９条） 

 第５章 その他（第２０条） 

 附則 

関市において、男性も女性も共に思いやりの心を持ち、互いを大切にし、男女

が平等に安心して暮らすことができる社会の実現は、わたしたち市民の願いです。 

しかし、性別により固定された役割分担意識やそれに基づく社会慣行が残って

いることが、男女が共に歩む社会の実現を妨げています。 

わたしたちは、次代を担う子どもや青少年が男女共同参画の趣旨を理解するこ

と、家庭、地域、職場、教育などのあらゆる場において女性と男性が対等の立場

で協力することで、幸せなまちを築くことができると考えます。 

市民一人ひとりが個人として尊重されつつ責任を分かち、性別に関わりなく個

性と能力を発揮し、自分らしく生きることができるまちにするためにこの条例を

定めます。 

   第１章 総則 

（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、市、市民、

事業者並びに教育関係者の責任及び役割並びに市の基本的施策を明らかにし、

これを総合的かつ計画的に推進することにより男女が共に自分らしく生きる

社会を実現することを目的とします。 

 （定義） 

第２条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。 

（１） 男女共同参画 男女が互いにその人権を尊重しつつ社会の対等な構成

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、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受

けることができ、共に責任を担うことをいいます。 

 （２） 市民 市内に居住、通勤又は通学をする者をいいます。 

 （３） 事業者 市内で事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。 

（４） 教育関係者 市内において学校教育、社会教育その他のあらゆる教育

及び保育に携わる者をいいます。 

 （基本理念） 

第３条 市、市民、事業者及び教育関係者は、次の基本理念に基づき、男女共同

参画を推進します。 

（１） 男女の人権の尊重 男女が、あらゆる場において個人としての人権が

尊重され、直接的又は間接的に性別による差別的な扱いを受けることなく能

力を発揮する機会が確保されること。 

（２） 役割分担意識及び制度又は慣行への配慮 男女が、性別による固定的

な役割分担意識とそれに基づく制度又は慣行により社会のあらゆる活動が

制限されることなく自由な生き方が選択できるよう配慮されること。 

（３） 意思決定過程への参画機会の確保 男女が、家庭、地域、職場、学校

その他の社会のあらゆる分野の立案から決定までの場に対等な立場で参画

する機会が確保されること。 

（４） 家庭生活及び地域、職場、学校活動等の両立 男女が、互いの協力及

び社会の支援のもとに子育て、介護その他の家庭生活における活動を円滑に

行い、かつ、地域、職場、学校その他の社会における活動を両立できるよう

にすること。 

 （実現すべき姿） 

第４条 市、市民、事業者及び教育関係者は、男女共同参画の推進に当たり、次

に掲げる実現すべき姿について、その達成に努めます。 

（１） 家庭において実現すべき姿 

ア 家族が、互いの個性を尊重し、多様な生き方を選択できる家庭 

イ 家族が、共に協力し、家事、子育て、介護等を担い合う家庭 

ウ ドメスティック・バイオレンス（配偶者その他の親密な関係にある者に

よる身体的、精神的、性的又は経済的な暴力その他の心身に有害な影響を



及ぼす言動をいいます。以下同じです。）がなく、互いの人権を認め合う

家庭  

（２） 地域において実現すべき姿 

ア 男女が、地域の諸活動において対等に企画立案、決定及び実施に関わる

ことができる地域 

イ 男女平等が阻害される慣行又は社会通念にとらわれず個人の行動及び

考え方が尊重される地域 

ウ 男女が、平等に積極的な社会参画を果たすことにより多様な能力が発揮

される活力ある地域 

（３） 職場において実現すべき姿 

ア 男女が、個人の意欲、能力等を平等かつ適正に評価され、募集、採用、

配置、賃金、研修、昇進等に性別による差別がなく、方針の立案、決定及

び実施に共に参画する機会が確保される職場 

イ 男女が、平等に育児、介護等の休業が取得でき、仕事及び家庭が両立で

きる職場 

ウ セクシュアル・ハラスメント（相手の意に反する性的言動により相手に

不快感若しくは不利益を与え、又は就業その他の生活環境を害することを

いいます。以下同じです。）がなく、男女が互いの人権を尊重し、安心し

て働くことができる職場  

エ 商工業、農林業等の自営業の家族従業者において男女の労働が正当に評

価される職場  

（４） あらゆる教育の場において実現すべき姿 

ア 男女が、互いの人権を尊重し、性別に関わりなく個性及び能力を発揮で

きる教育 

イ 男女が、あらゆる分野の活動に平等に参加できる教育 

ウ 男女が、男女共同参画について学び、理解を深める教育  

 （市の責任及び役割） 

第５条 市は、男女共同参画の推進を重要な施策として位置付け、基本理念に基

づき男女共同参画を推進する施策を計画し、実施します。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者及び教育関係者と協働（対



等な立場で連携し、協力することをいいます。以下同じです。）して行うとと

もに国、県その他の自治体と連携して取り組みます。 

 （市民の責任及び役割） 

第６条 市民は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、

基本理念に基づき男女共同参画の推進に努めます。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画を推進する施策に協力します。 

 （事業者の責任及び役割） 

第７条 事業者は、その事業活動において、基本理念に基づき、男女共同参画の

推進及び男女が共にワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和をいいます。）

を実現できる事業環境の整備に努めます。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画を推進する施策に協力します。 

 （教育関係者の責任及び役割） 

第８条 教育関係者は、教育及び保育の場において、男女共同参画の推進のため

の教育の重要性を認識し、男女共同参画の推進に配慮した教育及び保育を行う

よう努めます。 

２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画を推進する施策に協力します。 

３ 教育関係者は、個人及び個性を尊重した教育並びに保育を行うため、自ら男

女共同参画についての理解を深めるよう努めます。 

   第２章 権利侵害の禁止  

（性別による権利侵害の禁止） 

第９条 市、市民、事業者及び教育関係者は、家庭、地域、職場、学校その他の

社会のあらゆる場において、次に掲げる行為を行ってはなりません。 

 （１） 性別による差別的扱い 

 （２） ドメスティック・バイオレンス 

 （３） セクシュアル・ハラスメント 

 （４） 性同一性障害者（性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 

（平成１５年法律第１１１号）第２条に定める者をいいます。）等に対する 

差別的扱い 

 （公衆に表示する情報への配慮） 

第１０条 市、市民、事業者及び教育関係者は、公衆に表示する情報において、



性別による固定的な役割分担、差別的扱い、暴力的行為及び性的いやがらせを

助長し、又は連想させる表現並びに男女共同参画の推進を阻害するような表現

を行わないよう努めなければなりません。 

   第３章 基本的施策 

 （基本計画） 

第１１条 市長は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するための基本的な

計画(以下「せき男女共同参画まちづくりプラン」といいます。)を策定します。 

２ 市長は、せき男女共同参画まちづくりプランを策定又は変更するに当たって

は、あらかじめ市民、事業者及び教育関係者の意見を聴くとともに第１９条に

規定する関市男女共同参画推進審議会に諮問します。 

３ 市長は、せき男女共同参画まちづくりプランを策定又は変更したときは、速

やかにこれを公表します。 

４ 市長は、社会情勢の変化に対応するため必要に応じて、せき男女共同参画ま

ちづくりプランの見直しを図ります。 

 （参画の機会の確保） 

第１２条 市は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、

男女間に参画する機会の格差が生じないよう市民、事業者及び教育関係者と協

力し、必要な改善を行うよう努めます。 

２ 市は、政策の立案、決定その他の場面において男女間に参画する機会の格差

が生じている場合は、当該格差を是正するため、積極的に均等な機会の確保に

努めます。 

 （情報の提供並びに広報及び啓発活動） 

第１３条 市は、市民、事業者及び教育関係者に対して、男女共同参画の推進に

必要な情報提供を行います。 

２ 市は、男女共同参画について市民、事業者及び教育関係者の理解を深めるた

め、積極的な広報及び必要な講演会、セミナー等の啓発活動を行います。 

 （推進体制） 

第１４条 市は、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推進す

るため、必要な体制を整備します。 

 （関市男女共同参画サポーター） 



第１５条 市は、男女共同参画の推進に主体的に取り組む市民を関市男女共同参

画サポーター(以下「さんかくサポーター」といいます。)として登録し、協働

してその取組を推進します。 

２ さんかくサポーターは、市民、事業者及び教育関係者の男女共同参画の理解

を深めるため、必要な活動を行います。 

３ 市は、さんかくサポーターの活動に対して、学習、情報提供その他必要な支

援をします。 

 （男女共同参画週間） 

第１６条 市は、男女共同参画の推進のための関心及び理解を深め、その取組が

積極的に行われるよう、毎年７月に男女共同参画週間を設けます。 

 （推進状況の報告及び公表） 

第１７条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施内容及び進

捗状況について年次報告書を作成し、これを公表します。 

 （相談及び苦情への対応） 

第１８条 市は、性別による差別的扱い、男女共同参画の推進を阻害する人権侵

害等に関する相談及び苦情を受け付けます。 

２ 市は、前項の規定による相談及び苦情を受けたときは、関係機関又は関係団

体と協力し、適切な措置を迅速に講じます。 

   第４章 関市男女共同参画推進審議会 

 （関市男女共同参画推進審議会） 

第１９条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重

要事項を調査及び審議するため、関市男女共同参画推進審議会（以下「審議会」

といいます。）を設置します。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議し、答申しま

す。 

（１） せき男女共同参画まちづくりプランの策定、変更及び推進に関するこ

と。 

（２） 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する施策の基本的事項及

び重要事項 

３ 審議会は、学識経験者並びに公共的団体及び関係機関の推薦による者並びに



公募による市民のうちから市長が委嘱する１３人以内の委員で組織します。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。ただ

し、委員の再任は妨げません。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定め

ます。 

   第５章 その他 

 （委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行します。 

２ 第１１条に規定する基本計画が策定されるまでの間は、平成２６年３月に策

定したせき男女共同参画まちづくりプランを同条の規定により策定された基

本計画とみなします。 

 （関市男女共同参画推進条例策定審議会条例の廃止） 

３ 関市男女共同参画推進条例策定審議会条例（平成２４年関市条例第３３号）

は、廃止します。 

 （関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年関市

条例３号）の一部を次のように改正します。 

別表中「男女共同参画推進条例策定審議会委員」を「男女共同参画推進審議

会委員」に改めます。  

 

 


