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（１）（１）（１）（１）（仮称）土浦市男女共同参画推進条例（仮称）土浦市男女共同参画推進条例（仮称）土浦市男女共同参画推進条例（仮称）土浦市男女共同参画推進条例制定の趣旨制定の趣旨制定の趣旨制定の趣旨    

    

本市は，日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の下の平等及び男女共同参画社会基本法の理念

に基づき，市民一人ひとりが幸せに生きるために，男女が互いに人権を尊重し，性や世代にとらわれず，

多様な個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しています。 

しかし，男女共同参画社会を実現するための課題は，社会のあらゆる分野にわたっており，行政によ

る取組だけで解決できるものでなく，市民一人ひとりの意識改革や自主的な努力に負うところが大きい

状況です。 

このため，男女共同参画社会を実現するには，市民，事業者，行政が一体となり，本市の地域特性を

勘案した取組を進めていくことが重要になります。 

ついては，男女共同参画社会の実現を推進する各施策の一層の実効性を確保するために，「男女共同参

画基本法」や「茨城県男女共同参画推進条例」を踏まえ，条例を制定します。 
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1

2

3

4

① 男女の人権の尊重

② 社会における制度又は慣行についての配慮

③ 政策等の立案及び決定への共同参画

④ 家庭生活における活動と他の活動の両立

⑤ 国際的協調

5

（１） 市の責務 市の責務を定めます。

（２） 市民の責務 市民の責務を定めます。

（３） 事業者の責務 事業者の責務を定めます。

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

男女が互いの性を理解し、健康な生活ができるよう支援することを定めます。

市民等の意見を広く聴き、施策に反映させるための組織を定めます。

規則等への委任を定めます。

条例の施行期日を定めます。

男女共同参画の推進に係る情報収集、調査研究していくことを定めます。

男女共同参画の推進に係る市民等の自主的な活動を支援することを定めます。

男女共同参画の推進に係る苦情の処理、相談の対応を定めます。

男女共同参画の推進に係る施策の実施状況の公表を定めます。

男女共同参画に関する意識を育む教育の取組を定めます。

男女間の格差を改善する措置を定めます。

男女共同参画を推進するための基本理念（５項目）を定めます。

男女共同参画を推進していく上での禁止事項及び留意事項を定めます。

男女共同参画の推進に関する基本計画の策定を定めます。

施策の策定等に当たっては、男女共同参画の推進に配慮することを定めます。

男女共同参画の推進に係る情報提供などの取り組みを定めます。

(2) （仮称）土浦市男女共同参画推進条例案要綱の項目

項　　目 主　な　内　容

前文を置き、条例制定の意義を明らかにします。

条例の目的を定めます。

用語の意義を定めます。

前文

目的

責務

定義

基本理念

性別による人権侵害の禁止

基本計画

施策の策定等に当たっての配慮

広報活動等

調査研究

市民等に対する支援

苦情の処理等

施策状況の公表

教育の分野における措置

積極的改善措置

生涯にわたる健康支援

男女共同参画推進委員会

委任

付則
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条例案要綱と基本的な考え方 

項目 条例案要綱 基本的な考え方 

１．前文１．前文１．前文１．前文    土浦市は，日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の

下の平等及び男女共同参画社会基本法の理念に基づき，市民

一人ひとりが幸せに生きるために，男女が互いに人権を尊重

し，性や世代にとらわれず，多様な個性と能力を十分に発揮

できる社会づくりを目指しています。 

平成６年に「つちうら女性プラン２１」を策定し，さらに，

平成９年には「土浦市女性センター」を開設するなど，男女

共同参画の推進に向けた施策を積極的に取り組んできまし

た。 

しかし，依然として，性別による固定的な役割分担意識に

基づく制度や慣習が，社会の様々な分野に根強く残っており，

男女共同参画社会の実現には，なお一層の取組が必要です。 

 また，少子高齢化の進行，国際化の進展並びに家族形態や

男女の働き方等の社会環境の急激な変化が，私たちの暮らし

に大きな影響を与えています。こうした社会の変化にも対応

していかなければなりません。 

男女共同参画社会の実現は，安心・安全で住みやすく，市

民一人ひとりが生き生きと希望を持って暮らし，誇りと愛着

が持てるまちづくりを推進する土浦市にとって最重要課題の

１つです。 

前文を置き，条例制定の意義を明らかに前文を置き，条例制定の意義を明らかに前文を置き，条例制定の意義を明らかに前文を置き，条例制定の意義を明らかにしますしますしますします。。。。    

前文は，法令等に必ず置かれるものではありませんが，本条例

は，宣言的性格も有していることから，前文を置き，条例制定の

意義を明らかにします。 

前文の構成は，まず「本市の取組の経過」を示します。 

次に，「条例制定の背景」と「政策の位置付け（男女共同参画

社会の実現は，土浦市にとって最重要課題の１つであること）」

を示し，条例制定の必要性を明確にします。 

最後に，「実施主体（市民，事業者，市が一体となって取り組

むこと）」を明言するとともに「条例の制定」を宣言し，男女共

同参画社会の実現に取組む本市の強い意思を示します。 

 男女共同参画社会の実現に向けた取組は，個人の尊重と男女の

本質的平等を定めた日本国憲法及び男女共同参画社会基本法に

基づいたものです。 

 男女共同参画社会の実現は，男女が性別に関係なく，社会のあ

らゆる分野において，個性と能力を発揮でき，お互いを尊重し，

支え合い，責任も利益も共に分かち合える社会をつくることであ

り，第 7次土浦市総合計画にもあるように、「市民一人ひとりが

生き生きと希望を持って暮らし，誇りと愛着の持てる活力あふれ

る土浦市」を推進する本市にとって，最重要課題の１つです。 
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項目 条例案要綱 基本的な考え方 

 ここに，市民，事業者，市が一体となり，男女共同参画の

推進に取り組むことを決意し，この条例を制定します。 

 ついては，土浦市を支える全ての人 （々市民、事業者、市）が，

男女共同参画社会の実現を目指し，相互によきパートナーとな

り，一体して取り組むことが重要です。 

なお，前文の文体は，本条例の主体が，子供から大人まで全て

の市民であることから，明快な印象を与えるよう「ですます」調

を用いることとします。 

 

２．目的２．目的２．目的２．目的    

 

（目的） 

 この条例は、男女共同参画社会の実現に関し，基本理念を

定め，土浦市（以下「市」という。），市民及び事業者の責務

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，男女共同参画社会の

実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。 

 

 

 

条例の目的を定め条例の目的を定め条例の目的を定め条例の目的を定めますますますます。。。。    

男女共同参画社会を実現するために，基本理念を定めること，

市，市民及び事業者の責務を定めること，施策を策定し，総合的

かつ計画的に取り組んでいくことなど基本的な方針を端的に示

します。 

 

（参考） 

男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法（以下「法」と（以下「法」と（以下「法」と（以下「法」と略します略します略します略します。）。）。）。）第９条第９条第９条第９条    

（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）    

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。 
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項目 条例案要綱 基本的な考え方 

３．定義３．定義３．定義３．定義    

 

（定義） 

 この条例において，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ものとします。 

(1)男女共同参画社会 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，

ともに責任を担うべき社会。 

(2)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。 

(3)市民 市内に居住する者，在勤する者又は在学する者。 

(4)事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団

体。 

(5)ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身体的，

性的，心理的，社会的又は経済的暴力（言動によるものを

含む。） 

(6)セクシャル・ハラスメント 性的な言動により，相手方の

生活環境を害し，又は性的な言動に対する相手方の対応に

起因して，当該相手方に不利益を与える行為。 

 

用語の意義を定め用語の意義を定め用語の意義を定め用語の意義を定めますますますます。。。。    

条例中で用いる用語について，普段使用しない言葉や，なじみ

が薄い言葉の内容を，誰にでも理解できるように，特定の用語

の意義を明確にします。 

（1）の「男女共同参画社会」は，本条例の鍵となる概念です。 

（2）の「積極的改善措置」は，男女共同参画社会の実現のため

の重要な概念です。 

  男女が，社会のあらゆる分野の活動に参画するときに，男女

間の機会の格差を改善する必要がある場合，男女のいずれか一

方に対し，参画する機会を積極的に提供することです。 

  国は，職場・学校・地域・家庭など社会のあらゆる分野の活

動において，男女間に存在するさまざまな格差が，男女共同参

画の推進を困難にしている場合があるため，実質的な参画の機

会を提供し，生じた格差を改善することが必要であるとしてい

ます。 

 

〈用語の解説〉 

●「配偶者等」とは、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ます。 

●「暴力」とは，「行動の制限（家から出さない）」や「経済的な

制限（生活費を与えない）」などを含みます。 

●「生活環境を害する」とは，「いやな思いをする」や「外出で
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項目 条例案要綱 基本的な考え方 

きなくなるなど行動の力を奪われる」ことなどをいいます。 

●「不利益を与える行為」とは，「雇用上の不利益を与える行為

（解雇，不当な人事考査，配置転換等）」などをいいます。 

 

４．基本理念４．基本理念４．基本理念４．基本理念    

 

（基本理念） 

男女共同参画社会の実現は，次に掲げる基本理念に基づき

推進します。 

男女共同参画を推進するための基本理念（５項目）を定め男女共同参画を推進するための基本理念（５項目）を定め男女共同参画を推進するための基本理念（５項目）を定め男女共同参画を推進するための基本理念（５項目）を定めまままま

すすすす。。。。    

 

①①①①男女の人権の尊重男女の人権の尊重男女の人権の尊重男女の人権の尊重    

  男女が，性別による差別的取扱いを受けることなく，個

人としての尊厳が重んじられ，個性や能力を発揮する機会

が確保されること。 

 

①男女の人権の尊重 （法第３条関連） 

    日本国憲法において，「個人の尊重」と「法の下の平等」がう

たわれており，男女の人権の尊重という観点から明確化したもの

です。 

男女の人権の尊重は，男女共同参画社会を実現する上で，その

根底をなす基本理念です。 

 男女が，性別により差別的取扱いを受けたり，個性や能力を十

分に発揮する機会が与えられなかったりされたことで，社会のあ

らゆる分野の活動への参画の機会を，自らの意思で選択すること

が困難な場合があります。 

したがって，「男」「女」である以前に，一人の人間としての尊

厳が重んじられ，自分の個性や能力を十分に発揮できるような社

会にしていくことが必要です。 
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項目 条例案要綱 基本的な考え方 

 ②②②②社会における制度社会における制度社会における制度社会における制度又又又又は慣行についての配慮は慣行についての配慮は慣行についての配慮は慣行についての配慮    

   男女が，社会における制度又は慣行によってつくられた

性別による固定的役割分担意識にとらわれることなく，個

性や能力を十分発揮し，多様な生き方を自らの意思で選択

できるよう配慮されること。 

 

②社会における制度又は慣行についての配慮（法第４条関連） 

   日本においては，未だ根強く残っている古い制度や慣習（し

きたりを含む。）があります。 

  例えば，「男は仕事，女は家庭」「男は主要業務、女は雑用」

など，性別による固定的な役割分担は，男女共同参画の推進を

妨げています。 

  したがって，社会のあらゆる分野において，社会制度や慣行

が及ぼす影響をできるだけ中立なものとするように配慮し、さ

らに社会情勢等の変化にも対応し，多様な生き方を自らの意思

で選択できるような社会づくりを推進することが必要です。 

 

 ③③③③政策等の立案及び決定への共同参画政策等の立案及び決定への共同参画政策等の立案及び決定への共同参画政策等の立案及び決定への共同参画    

  男女が社会の対等な構成員として，市の政策又は事業者，

地域の団体その他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。 

 

③政策等の立案及び決定への共同参画（法第５条関連） 

  男女が，社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野に

おいて対等な立場で，政策や方針の計画・立案及び決定に参画

する機会が確保され，男女がともに意見を出し合い，決定し，

ともに責任を担うことは，男女共同参画の推進にとって重要な

ことです。 

  女性の社会参画は確実に進んでいますが，政策等の立案及び

決定への共同参画の機会の確保については，不十分な状況で

す。 

したがって，男女が，対等な立場で意見を言えるような社会

づくりを推進していくことが必要です。 
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項目 条例案要綱 基本的な考え方 

 ④④④④家庭生活における活動と他の活動の家庭生活における活動と他の活動の家庭生活における活動と他の活動の家庭生活における活動と他の活動の両立両立両立両立    

 家族を構成する男女が，互いに協力し合い，さらに社会

支援の下に，子の養育，介護その他の家庭生活における活

動について，ともに家族の一員としての役割を果たしなが

ら，良好な家庭を築き，かつ，仕事や学習，地域活動その

他の活動に参画できるよう配慮されること。 

 

④家庭生活における活動と他の活動の両立（法第６条関連） 

  社会経済の低迷と閉塞感の高まり，少子高齢化の一層の進

行、失業者や非正雇用者の増加などにより，生活環境も急激に

変化しています。 

  このような社会状況の中で，家庭生活においては，依然とし

て，子の養育や家族の介護、家事全般を主に女性が担っており，

女性の社会参画を妨げています。 

市は高齢者や子ども等への支援施策を進めてはいますが，男

女が共に社会に参画するためには，家族を構成する男女が互い

に思いやり，協力することが求められています。 

また，男性にとっても，早くから家庭生活や社会活動等に関

心を持ち活動することは，家庭生活と仕事などとの両立を図

り，子育て期から高齢期までの生活を充実したものにしていく

ために重要です。 

したがって，様々な支援を活用しながら，男女が，家族の一

員であることの役割（家事、育児、介護等）を果たし，家庭生

活とその他の活動（仕事，学習，地域活動など）との両立が図

れる社会づくりを推進していくことが必要です。 

 

 ⑤⑤⑤⑤国際的協調国際的協調国際的協調国際的協調    

 男女共同参画の推進に向けた取組が，国際社会における

取組と密接な関係を有していることを考慮し，国際理解を

⑤国際的協調（法第７条関連） 

  我が国の男女共同参画の推進の取組は，国際社会の取組と連

動して進められてきました。 
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深め，国際的協調の下に行われること。 

 

（参考） 

女子差別撤廃条約の批准（昭和６０年）に向けた法令整備 

     ・国籍法や戸籍法の改正 

・男女雇用機会均等法の公布 

   

男女共同参画社会の実現には，国際理解を深め，国際的強調

を進めて，ともに国際社会に生きる人として理解と協力を進め

ていくことが重要です。 

したがって，本市における男女共同参画の取組についても，

国における取組と同様に，男女共同参画に関わる国際的な潮流

に沿った規範の獲得を進め，世界に通じる意識づくりと実践に

努めることが必要です。 

  本市においては，外国人の増加に伴い，職場，学校，地域，

家庭等での相互理解を深めるよう，様々な取組をしています。 

 

５．責務５．責務５．責務５．責務    

 

（１）（１）（１）（１）市の責務市の責務市の責務市の責務    

１ 市は，男女共同参画の推進を主要な政策として位置付け，

前条に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）に基づ

き，男女共同参画の推進に関する施策を策定し，総合的か

つ計画的に実施する責務を有するものとします。 

２ 市は，男女共同参画の推進に当たり，市民，事業者，国

及び他の地方公共団体と連携し，協力して取り組むものと

市の責務を定め市の責務を定め市の責務を定め市の責務を定めますますますます。。。。    

（１）市の責務（法第９条関連） 

  男女共同参画を推進する上での，市の責務を定め，明らかに

します。  

 ・男女共同参画の推進を，主要な政策として位置付けます。 

 ・男女共同参画を推進していくための視点（基本理念に基づき，

男女共同参画を推進する施策を策定すること）を明記します。 
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します。  ・男女共同参画の推進のための不可欠な施策を，率先的に策定

し，総合的かつ計画的に実施することを明記します。 

    ・市民，事業者，国及び他の地方公共団体と連携することを明

記します。 

 

 （２）（２）（２）（２）市民の責務市民の責務市民の責務市民の責務    

１ 市民は，男女共同参画社会に対する理解を深め，職場，

学校，地域，家庭その他の社会のあらゆる分野において，

基本理念に基づき，男女共同参画を推進するよう自ら努め

るものとします。 

２ 市民は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策

に積極的に協力するよう努めるものとします。 

 

 

市民の責務を定めます。市民の責務を定めます。市民の責務を定めます。市民の責務を定めます。    

（２）市民の責務 （法第１０条関連） 

男女共同参画社会の実現を目指すためには，市民が男女共同

参画の推進に意識をもって積極的な行動をとることが不可欠

なため，市民の責務を定めます。 

  家庭生活においては，家事，育児，介護などを，男女が，共

に責任を持ち、家族の一員としての役割を果たすように努める

ことが大切になります。 

また，市民には，市が実施する施策に，積極的に協力してい

ただくことが大切になります。 

 

 （３）（３）（３）（３）事業者の責事業者の責事業者の責事業者の責務務務務    

１ 事業者は，男女共同参画社会に対する理解を深め，その

事業活動に関し，基本理念に基づき，男女共同参画の推進

に努めるものとします。  

２ 事業者は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に協力するよう努めるものとします。 

事業者の責務を定めます。事業者の責務を定めます。事業者の責務を定めます。事業者の責務を定めます。    

（３）事業者の責務 （法第１０条関連） 

男女共同参画社会の実現を目指すためには，事業者が男女共

同参画の推進に意識を持って積極的な行動をとることが不可

欠なため，事業者の責務を定めます。 

  事業者には，男女が，社会生活と家庭生活の両立が円滑に出



11 
 

項目 条例案要綱 基本的な考え方 

 来るように，職場環境の整備などに努めていただくことが大切

になります。 

  また，事業者には，市が実施する施策に協力していただくこ

とが大切になります。 

 

６．性別による６．性別による６．性別による６．性別による    

人権侵害の禁止人権侵害の禁止人権侵害の禁止人権侵害の禁止    

 

 （性別による人権侵害の禁止） 

１ 何人も，職場，地域，学校，家庭その他の社会のあらゆ

る分野において，性別による差別的取扱いを行ってはならな

いものとします。 

２ 何人も，職場，地域，学校，家庭その他の社会のあらゆ

る分野において，ドメスティック・バイオレンス，セクシャ

ル・ハラスメントその他性別に起因する相手方に身体的又は

精神的な苦痛を与える行為を行ってはならないものとしま

す。 

 

男女共同参画を推進していく上での禁止事項及び留意事項を男女共同参画を推進していく上での禁止事項及び留意事項を男女共同参画を推進していく上での禁止事項及び留意事項を男女共同参画を推進していく上での禁止事項及び留意事項を    

定め定め定め定めますますますます。。。。    

（法第３条関連） 

男女共同参画の推進を阻害する要因として考えられる，性別

による差別的取扱い，配偶者等からの暴力的行為及び言動（ド

メスティック・バイオレンス），セクシャル・ハラスメント等

の性別に起因する人権侵害の禁止を定めることは重要です。 

性別に起因する差別的取扱いは，社会における制度や慣行に

より，職場だけの問題ではなく，人間関係において，様々な環

境の中で起こり得る深刻な人権侵害となります。 

配偶者等からの暴力的行為及び言動（ドメスティック・バイ

オレンス）やセクシャル・ハラスメント等は，人間の尊厳を傷

つけ，自信を失わせ，自分の意思を持って自由な活動をするこ

とを制限したりすることで，性別に起因する人権侵害の行為と

なります。 

これらの性別による人権侵害の行為は，市が実施した男女共

同参画に関する市民意識調査の結果や本市に寄せられる相談
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状況においても問題となっています。社会全体として毅然と対

処すべき問題として，克服していかなければならない重要課題

です。 

性別による人権侵害行為の根絶を図るためには，男女が，性

別による人権侵害について，問題意識を強く持つことが大切で

す。 

 

７．基本計画７．基本計画７．基本計画７．基本計画    

 

（基本計画） 

１ 市長は，男女共同参画に関する施策について，総合的か

つ計画的な推進を図るため、基本的な計画（以下「基本計画」

という。）を定めなければならないこととします。 

２ 市長は，基本計画を策定するに当たっては，市民及び事

業者の意見を反映することができるように，必要な措置を講

じなければならないこととします。 

３ 市長は，基本計画を定めたとき，又は変更したときは，

速やかに公表しなければならないこととします。 

 

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進に関する基本計画推進に関する基本計画推進に関する基本計画推進に関する基本計画のののの策定策定策定策定をををを定め定め定め定めますますますます。。。。    

（法第１４条３項関連） 

  法第１４条第３項の規定により，市町村は男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定める

よう努めることとされています。 

  これを受けて，本市では，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，基本計画を策定しなけ

ればならないものとします。 

また，基本計画の策定に当たっては，市民、事業者等への意

識調査を実施するとともに，「男女共同参画推進委員会」等に

おいて意見を聴取した上で，パブリックコメントを実施するな

ど、市民の意見を反映するものとなるように必要な措置を講じ

なければならないものとします。 

なお，基本計画を策定した時は，速やかに，これを公表し，

市民や事業者に対して，男女共同参画推進の取組を促します。 
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※本市においては，平成２３年３月に「第３次土浦市男女共同参

画推進計画」を策定しました。 

 

８．施策の策定等に８．施策の策定等に８．施策の策定等に８．施策の策定等に当当当当

たってたってたってたっての配慮の配慮の配慮の配慮    

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

 市は，男女共同参画の推進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，男女共同参画の推

進に配慮しなければならないこととします。 

 

施策の策定施策の策定施策の策定施策の策定等等等等にににに当たって当たって当たって当たってはははは，男女共同参画の推進，男女共同参画の推進，男女共同参画の推進，男女共同参画の推進にににに配慮配慮配慮配慮するするするする    

ことをことをことをことを定め定め定め定めますますますます。。。。    

（法第１５条関連） 

施策の策定等において，男女共同参画社会の実現に影響を及

ぼすと考えられる事に配慮し，市全体で男女共同参画を推進し

ていくという姿勢を示すことが重要です。 

法第１５条により，国及び地方公共団体は、施策の策定及び

実施に当たって，男女共同参画の推進に配慮しなければならな

いとされています。 

これは，国及び地方公共団体の施策は社会経済活動全般を対

象に展開され，この施策に伴って生じる影響も広範囲で多岐に

わたります。 

このような施策の中には，直接的に男女共同参画の推進に関

する施策でなくても，結果的に男女共同参画社会の実現に影響

を及ぼすものがあり，男女共同参画の推進を妨げることとなり

ます。従って，法第 15条の規定が，法第９条で規定する地方

公共団体の重要な責務の 1つであることから，本条例に改めて

規定し，本市において，施策を策定・実施するに当たっては，

男女共同参画社会の実現に配慮することとします。 
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９．広報活動等９．広報活動等９．広報活動等９．広報活動等    

 

（広報活動） 

 市は，男女共同参画の推進について，市民及び事業者の関

心と理解を深めるために，積極的に広報活動等を行うものと

します。 

 

男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に係る係る係る係る情報提供などの取り組みを定め情報提供などの取り組みを定め情報提供などの取り組みを定め情報提供などの取り組みを定め    

ますますますます。。。。    

（法第１６条関連） 

男女共同参画を推進するためには，市民や事業者の理解が大

変重要です。 

性別に基づく固定的役割分担意識などについて，市民等の理

解と関心を深めるうえにおいても，各種講座，イベント，広報

紙による情報提供などの積極的な取り組みを通して，市民及び

事業者の意識啓発を行うことが必要です。 

 

10.10.10.10.調査研究調査研究調査研究調査研究    

 

（調査研究） 

 市は，男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に

必要な情報の収集、分析及び調査研究を行うものとします。 

男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に係る係る係る係る情報収集，調査研究をしていく情報収集，調査研究をしていく情報収集，調査研究をしていく情報収集，調査研究をしていく    

ことを定めことを定めことを定めことを定めますますますます。。。。    

（法第１８条関連） 

  男女共同参画を推進する施策を総合的かつ計画的に実施す

るためには，国内外の様々な分野においての現状，社会情勢の

変化及び市の状況や市民意識を的確に把握し，市の施策に反映

していくことが重要です。 

 

11.11.11.11.市民等に対する支市民等に対する支市民等に対する支市民等に対する支

援援援援    

 

（市民等への支援） 

 市は，市民又は事業者が行う男女共同参画の推進に関する

活動を支援するため，当該活動に必要な情報の提供その他の

必要な措置を講じるよう努めるものとします。 

男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に係る係る係る係る市民等の自主的な活動を支援する市民等の自主的な活動を支援する市民等の自主的な活動を支援する市民等の自主的な活動を支援する    

ことを定めことを定めことを定めことを定めますますますます。。。。    

（茨城県男女共同参画推進条例１３条関連） 

  男女共同参画を効果的に推進するためには，市民等の自主的
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な行動が活発に行われることが重要であり，市は情報提供その

他必要な措置を講じて支援することが必要です。 

 

12.12.12.12.苦情の処理等苦情の処理等苦情の処理等苦情の処理等    

 

（苦情の処理等） 

１ 市長は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策

又は男女共同参画の推進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を講じるよう努

めることとします。 

２ 性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を

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，相談窓口を置くこととします。 

３ 市長は，１及び２に定める苦情及び相談を受けた場合に

は、関係機関と連携を図る等適切に対処することとします。 

 

男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に男女共同参画の推進に係る係る係る係る苦情の処理，相談の対応を定め苦情の処理，相談の対応を定め苦情の処理，相談の対応を定め苦情の処理，相談の対応を定め    

ますますますます。。。。    

（法第１７条関連）  

男女共同参画の推進には，市民や事業者等の苦情の処理及び

相談に対応することが重要です。 

  市が実施する男女共同参画の推進に係る施策等についての

苦情の処理及び性別による差別的取扱等における被害者の救

済を図るため，苦情や相談の窓口を男女共同参画センター内に

設けることとします。 

これにより，市民に密着したきめ細やかなサービスを提供

し，さらに市民等の意向を常に反映できるようにします。 

また，市は，苦情及び相談を受けた場合，関係機関と連携を

図り，迅速かつ適切に対処することとします。 

 

13.13.13.13.施策状況の公表施策状況の公表施策状況の公表施策状況の公表    

 

（施策状況の公表） 

 市長は，毎年，市が講じた男女共同参画の推進に関する施

策の実施状況について，公表することとします。 

 

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進に係る施策の実施状況推進に係る施策の実施状況推進に係る施策の実施状況推進に係る施策の実施状況のののの公表を定め公表を定め公表を定め公表を定め    

ますますますます。。。。    

（法第１２条関連） 

男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表すること

で，市民，事業者の理解と協力を求め，なお一層の推進を図るこ
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とが重要です。 

 

14.14.14.14.教育教育教育教育の分野におけの分野におけの分野におけの分野におけ

る措置る措置る措置る措置    

 

（教育の分野における措置） 

 市は，男女共同参画の推進について，学校教育，社会教育，

家庭教育など生涯にわたるあらゆる分野の教育において，男

女共同参画意識の醸成，個性と能力の育成等のための必要な

措置を講じるよう努めることとします。 

 

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画に関するに関するに関するに関する意識を育む教育の取組を定め意識を育む教育の取組を定め意識を育む教育の取組を定め意識を育む教育の取組を定めますますますます。。。。    

（法第１６条関連）    

男女共同参画を推進するためには，幼児期から各世代での教

育や学習が大変重要です。 

     学校教育，社会教育，家庭教育などにおいて，男女共同参画

に関する意識を育む教育活動を進めていくことが必要です。 

  特に，家庭においては，幼児期から個性や能力を尊重するこ

との重要性を、愛情をかけながらしっかりと教育し育てていく

ことが必要です。 

  国の第３次男女共同参画基本計画においては、改めて強調し

ている視点の１つの中に，「男性、子どもにとっての男女共同

参画」があります。 

  次代を担う子どもたちが，将来を見通した自己形成を図りな

がら，健やかに成長していく中で，相手に対しての思いやりや

多様な生き方を尊重し，幸せに暮らせる社会を目指す観点から

も男女共同参画社会の理解を促進することが重要であるとし

ています。 

  ついては，本市の教育の分野において，男女共同参画に関す

る市民等の理解を深めるよう適切な措置を講じるよう努める

こととするものです。 
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15.15.15.15.積極的改善措置積極的改善措置積極的改善措置積極的改善措置    

 

（積極的改善措置） 

 市は，職場，学校，地域，家庭その他の社会のあらゆる分

野における活動において，男女間の参画に格差が生じている

場合，市民及び事業者と協力し，積極的改善措置を講じるよ

う努めることとします。 

２ 市は，審議会等における委員の任命又は委嘱に当たって

は、積極的改善措置を講じるよう努めることとします。 

 

男女間の格差を改善する措置を定め男女間の格差を改善する措置を定め男女間の格差を改善する措置を定め男女間の格差を改善する措置を定めますますますます。。。。    

積極的改善措置は，男女共同参画社会の実現のための重要な

概念です。 

  積極的改善措置は，男女が，職場，学校，地域，家庭その他

の社会のあらゆる分野に参画するときに，男女間の機会の格差

を改善する必要がある場合，男女いずれか一方に対し参画する

機会を積極的に提供することです。 

   国は，職場，学校，地域，家庭など社会のあらゆる分野にお

いて，男女間にあるさまざまな格差が，男女共同参画の推進及

び男女共同参画社会の実現を困難にしている場合があるため，

実質的な機会を提供し生じた格差を改善することが必要であ

るとしています。 

  例えば，審議会等について女性委員の登用を計画的に進めて

いくこともその１つということができます。女性の登用率につ

いて目標値を定め，比率が低い審議会等への参画を促進した

り，委員選任に当たり，女性人材リストの活用を促進したりす

るなどの方策が必要な場合もあります。 

  ついては，積極的改善措置の重要性に鑑み，本条例改めて規

定し，男女共同参画の推進を図ります。 
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項目 条例案要綱 基本的な考え方 

16.16.16.16.生涯にわたる健康生涯にわたる健康生涯にわたる健康生涯にわたる健康

支援支援支援支援    

 

 （生涯にわたる健康支援） 

 市は，男女が互いの性差についての理解を深め，互いの意

思や権利を尊重するとともに，生涯を通じて男女の異なる心

身の健康保持と健康増進のために，教育，啓発，健康相談等

情報提供及び必要な支援を行うよう努めるものとします。 

 

男女が互いの性を理解し，健康な生活ができるよう支援男女が互いの性を理解し，健康な生活ができるよう支援男女が互いの性を理解し，健康な生活ができるよう支援男女が互いの性を理解し，健康な生活ができるよう支援するするするする    

ことことことことを定めを定めを定めを定めますますますます。。。。    

 男女が，互いの性差について理解を深め,生涯にわたり健康

な生活ができるよう，すべての市民を支援していくということ

は，男女共同参画社会の実現のために大変重要です。 

  ここに定める「生涯にわたる健康支援」は，単なる健康支援

でなく，特に女性については，思春期，妊娠・出産期，更年期，

高齢期等人生の各段階に応じて，適切な健康の保持増進が出来

るよう，生涯を通した総合的な対策を推進することが必要で

す。 

また，女性自身も，妊娠・出産その他の生涯にわたる自己の

健康について自覚を高めることが重要です。 

さらに，男女が，互いの身体的性差を十分に理解し合い，相

手に対する思いやりを持って生きていけるよう，社会の意識を

変えていくことも大切です。 

 

17.17.17.17.男女共同参画推進男女共同参画推進男女共同参画推進男女共同参画推進

委員会委員会委員会委員会    

 

（男女共同参画推進委員会） 

１ 男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため，土浦市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」と

いう。）を置くこととします。 

２ 委員会は，次に掲げる事項を所掌することとします。 

 （１）計画の策定に関すること。 

市民等の意見を広く市民等の意見を広く市民等の意見を広く市民等の意見を広く聴き聴き聴き聴き，施策に反映させるための組織を，施策に反映させるための組織を，施策に反映させるための組織を，施策に反映させるための組織を    

定め定め定め定めますますますます。。。。    

条例に基づく基本計画の策定や男女共同参画の推進に関す

る重要事項の調査審議に，一般市民の意見を反映させるための

組織を設置することが重要です。 

学識経験者，各団体等の代表者や一般公募による市民等から
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 （２）計画の実施状況の点検及び評価に関すること。 

 （３）計画に掲げる施策の推進方策に関すること。 

 （４）（１）から（３）までに掲げるもののほか，男女共同

参画の推進に関し必要な事項 

３ 委員会は，市長が委嘱する委員１５人以内で組織するこ

ととします。この場合において，男女のいずれか一方の委員

の数は，委員の総数の４割未満であってはならないこととし

ます。 

４ 委員の任期は，３年とします。ただし，再任を妨げない

こととします。 

５ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残

任期間とします。 

６ １から５までに定めるもののほか，委員会の組織及び運

営に関する必要な事項は、別に規則で定めることとします。 

 

組織する委員会で，市民等の意見を広く聞き，施策に反映させ

ます。 

 現在，土浦市男女共同参画推進委員会設置要綱（平成 7年土

浦市告示第８７号）で定めている「男女共同参画推進委員会」

を，地方自治法第１３８条の４の付属機関とするものです。 

 

18.18.18.18.委任委任委任委任    

 

（委任） 

 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要

な事項は、別に市長が定めることとします。 

規則等への委任を定規則等への委任を定規則等への委任を定規則等への委任を定めめめめますますますます。。。。    

 条例の実施のための細目的事項を市長が定めるものです。 

   

19191919．付則．付則．付則．付則  この条例は，平成 ２４年 ４月 １日から施行することとし

ます。 

 

条例条例条例条例の施行期日を定めの施行期日を定めの施行期日を定めの施行期日を定めますますますます。。。。    

 この条例の施行期日を定めます。 

 付則には，その法令の施行期日に関する規定を置くことが一般

的です。 
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