多様な個性と
活力あふれる
まちをめざして
藤井寺市
男女共同参画推進条例

そもそも、
どうして

条例を
つくったの？

男女共同参画の取組みは、 男女の差をすべてなくすことや、
日本のよき伝統や文化を壊そう

とするものでもありません。

「男はこう」「女はこう」 という意識にとらわれず、
ひとりひとりが、「自分らしい」生き方を
みんなで協力して、男女共同参画を進めて

お互いに認め合える社会に向けた取組みです。
いくために、この条例をつくりました。

活力に満ちた藤井寺 市を築くために、
私たちはどのようなことに 取り組めばいいのでしょうか。

さぁ、開いて くわしく見てみよう。

藤井寺市がめざす

みんなの人権を
大切にします
男だから、
女だからと差別されず、
あらゆる人の人権が守られ、
だれもが
自分らしく生きられる社会です。

性別で生き方を
決めつけません
「男はこうすべき」
「女はこうすべき」
と
決めつけないで、誰もが自分のやりたい
ことを自由に選ぶことができます。

男女共同
参画社会 は

男女が一緒に考えて
決定します

男女共
同参画
社会の
取組み
は、
国際社
会の
動きと協
調して進
めます
。

大切なことを決めるときは、
みんなで一緒に考えます。

こんな社会です

ＤＶなどあらゆる暴力を
許しません

男女共同参画は私たちの
男
共
共同
画 私た
たちの
日常生活の中にあふれています。
活の
の中にあふれ
あ れて

殴る蹴るの暴力だけでなく、
言葉の暴力など
男女間のあらゆる暴力を許しません。

健康
健康と命を
大切にします

家庭でも社会の中でも
家
も
支えあいます

男女が身体の特徴の違いを

家事、子育て、介護、地域活動は、

認めあい、心と体の健康を

す。
家族や社会のみんなで協力しあいます。

大切にする社会です。

多 様な個性と活 力あふれる藤井寺市をめざした取組みとは？
あふれる藤井寺市を
あ
ふ れる藤 井 寺 市を
を めざ
市
●市民や事業者や教育関係者な
どといっしょに男女共同参画の

市民
●家庭や地域などで、

社会づくりに取り組みます。

ひとりひとりが責任

●みんなのモデルとなれるよう男

と喜びをわかちあえ

女共同参画の職場づくりに努

るように取り組みま

めます。

しょう。

みんなの役割
割
男女共同参画についての
理解を深めましょう。
市が実施する男女共同参画施策に
協力するよう努めましょう。

事業者

教育関係者

●男女に関係なく個性や才能をい
かして、活動や仕事ができるよ
う取り組みましょう。
●生活と仕事の調和の取りやすい
環境をつくりましょう。

●性別にこだわらず、
自由な生き方を認
めあえる意識を育
てる教育に取り組
みましょう。

藤井寺市男女共同参画推進条例

⑹ ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
平成２３年３月２５日公布

者を含む。以下同じ。）
若しくは配偶者であった者又はこれらに準ずる親しい関係にある者からの、身体

平成２３年４月 １日施行

に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
⑺

我が国においては、
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の精神を基礎に、女子差

積極的格差是正措置 あらゆる分野の活動に参画する機会において、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をいう。

藤井寺市においてもまた、男女共同参画社会の実現を市政の重要課題と位置づけ、計画的な施策の
推進に努めてきたものである。
しかしながら、性別による固定的な役割分担に起因すると考えられる慣行等

（基本理念）
第３条
⑴

女の人権が尊重されること。

このような状況の中で、社会の急速な変化に対応しながら、活力に満ちた藤井寺市を築いていくために
⑵

慮されること。

ができる男女共同参画社会の実現に向けた一層の努力が必要である。
ここに私たちは、伝統文化を継承しつつ新しい価値観も認めあえるような、新時代の文化の創造として、
この男女共同参画社会への取組を進めていくことを決意し、
この条例を制定する。

男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人その他のあらゆる人の人権が尊重され、
かつ配

⑶
⑷

第１章

総則

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等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。

⑸

（目的）
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について、基本となる事項を定め

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

⑴

男女共同参画

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。
⑵

市民

市内に在住、在勤又は在学する者をいう。

⑶

事業者等

市内において、営利又は非営利を問わず、事業活動を行う法人その他の団体及び個

教育関係者

学校教育をはじめ、家庭、地域、職場その他社会のあらゆる場において教育に携わ

第７条

教育関係者は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に配慮した教育に努めるものと

する。
２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動によって、当該言動を受けた個人に苦
痛若しくは不快感を与え、又は性的な言動を受けた個人の対応により、当該個人に不利益を与えるこ

とをいう。

２ 市は、策定するあらゆる施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

（藤井寺市男女共同参画推進審議会）
基本計画の策定及び変更その他の男女共同参画に関する重要事項について意見を聴くた

め、藤井寺市男女共同参画推進審議会
（以下「審議会」
という。）
を置く。
２ 審議会は、委員１０人以内で組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の１０分の４未満で

（性別による差別的取扱い等の禁止）
第８条
⑴

何人も、
あらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
性別による差別的取扱い

⑵ セクシュアル・ハラスメント
性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人等に対する人権侵害

あってはならない。
３ 委員は、学識経験者、市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
（市が実施する施策に対する申出）
第１５条

（公衆に表示する情報への配慮）
第９条

何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的役割分担、異性に対する暴力行為

その他性別による差別的取扱いを助長する表現を行わないように配慮するものとする。

第４条

市は、前条に定める基本理念
（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（積極的格差是正措置を含む。以下「男女共同参画施策」
という。）
を総合的かつ計画的に策定
し、及び実施する責務を有する。
２ 市は、男女共同参画施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携し、市民、事業者等
３ 市は、
自ら率先して男女共同参画の職場づくりに努めなければならない。

基本的施策

（基本計画）
第１０条

市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画施策につ

市民等は、市長に対し、市が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策について意見を申し出ることができる。
２ 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において必要と認められるときには、審議会の意見を聴
き、必要な措置を講ずるものとする。
（相談への対応）
第１６条

進審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見が反映されるよう適切な措置を講ずるものとする。
３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

第４章

第５条

市民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、
あらゆる分野において積極的

に男女共同参画の推進に努めるものとする。

雑則

（委任）
第１７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。
める。

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
附

（市民の責務）

市長は、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る人権侵

害に関して相談を受けたときは、関連機関との連携を図りながら、適切かつ迅速に対応するものとする。

いての基本的な計画（以下「基本計画」
という。）
を策定しなければならない。
２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、
あらかじめ第１４条に規定する藤井寺市男女共同参画推

る者をいう。
⑸

市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するととも

に、
その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第１４条

第２章
（市の責務）

及び教育関係者
（以下「市民等」
という。）
と協力して取り組まなければならない。

人をいう。
⑷

第１３条

その動向と協調すること。

男女が社会の対等な構成員として、
自らの意思によって、職場、学校、地域、家庭

その他の社会のあらゆる分野（以下「あらゆる分野」
という。）
における活動に参画する機会が確保さ

推進体制等

３ 市は、男女共同参画の推進のため、必要な拠点機能の整備に努めるものとする。

⑷

男女共同参画の推進に向けた取組は国際社会における取組と密接な関係を有していることから、

第３章

（推進体制の整備）

（教育関係者の責務）

男女が、
それぞれの身体的特徴及び心身の変化について理解を深め、妊娠、出産等に関する事項

ること。
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。

３ 事業者等は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

とができるように配慮されること。
⑹

⑺

（定義）

庭生活との両立を支援するための環境整備に努めるものとする。

⑶ ドメスティック・バイオレンス

について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮され

ることを目的とする。

事業者等は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり

積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。

活における活動に家族の一員として共に役割を担い、共にあらゆる分野における活動に、参画するこ

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、事業者等及び教育関係
ることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、
もって男女共同参画社会の実現に寄与す

第６条

性別による固定的な役割分担意識等を反映した制度又は慣行が、男女の社会における活動の自

由な選択に対して、影響を及ぼさないように配慮されること。

市は、男女共同参画施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。

（事業者等の責務）

男女が個人として尊厳を重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が
個人として能力を発揮する機会が確保されること、男女間のあらゆる暴力が根絶されることその他の男

が依然として存在するなど、解決すべき課題はなおも残されている。
は、男女が対等な存在として協力し、責任を分かち合い、
自らの意思で社会のあらゆる分野に参画すること

男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。

（調査研究）
第１２条

２ 事業者等は、職場その他の活動の場における男女の対等な参画の機会の確保に努めるとともに、家

別撤廃条約を軸とした国際社会における動きと連動しつつ、平成１１年には男女共同参画社会基本法が
制定されるなど、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。

２ 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

（市民等の理解を深めるための措置）
第１１条

市は、市民等の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報、啓発活動その他必要な措

置を講ずるものとする。

則

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

藤井寺市がめざす

みんなの人権を
大切にします
男だから、
女だからと差別されず、

性別で生き方を
決めつけません

あらゆる人の人権が守られ、
だれもが
自分らしく生きられる社会です。

「男はこうすべき」
「女はこうすべき」
と
決めつけないで、誰もが自分のやりたい
ことを自由に選ぶことができます。

男女共同
参画社会 は
男女共同参画は私たちの
男
共
共同
画 私た
たちの
日常生活の中にあふれています。
活の
の中にあふれ
あ れて

殴る蹴るの暴力だけでなく、
言葉の暴力など
男女間のあらゆる暴力を許しません。

⑹ ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
平成２３年３月２５日公布

者を含む。以下同じ。）
若しくは配偶者であった者又はこれらに準ずる親しい関係にある者からの、身体

平成２３年４月 １日施行

に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
⑺

我が国においては、
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の精神を基礎に、女子差

積極的格差是正措置 あらゆる分野の活動に参画する機会において、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をいう。

藤井寺市においてもまた、男女共同参画社会の実現を市政の重要課題と位置づけ、計画的な施策の
推進に努めてきたものである。
しかしながら、性別による固定的な役割分担に起因すると考えられる慣行等

（基本理念）
第３条
⑴

⑵

男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人その他のあらゆる人の人権が尊重され、
かつ配
慮されること。

ができる男女共同参画社会の実現に向けた一層の努力が必要である。
ここに私たちは、伝統文化を継承しつつ新しい価値観も認めあえるような、新時代の文化の創造として、

⑶

総則

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等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。

⑸

（目的）

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

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について、基本となる事項を定め
ることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、
もって男女共同参画社会の実現に寄与す

⑴

男女共同参画

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。
⑵

市民

市内に在住、在勤又は在学する者をいう。

⑶

事業者等

市内において、営利又は非営利を問わず、事業活動を行う法人その他の団体及び個

教育関係者

男女共同参画の推進に向けた取組は国際社会における取組と密接な関係を有していることから、

学校教育をはじめ、家庭、地域、職場その他社会のあらゆる場において教育に携わ

大切にする社会です。

事業者等は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり

積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。
庭生活との両立を支援するための環境整備に努めるものとする。
３ 事業者等は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動によって、当該言動を受けた個人に苦
痛若しくは不快感を与え、又は性的な言動を受けた個人の対応により、当該個人に不利益を与えるこ

とをいう。

市は、男女共同参画施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。

第３章

推進体制等

（推進体制の整備）
第１３条

市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するととも

に、
その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２ 市は、策定するあらゆる施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
３ 市は、男女共同参画の推進のため、必要な拠点機能の整備に努めるものとする。

（教育関係者の責務）
第７条

教育関係者は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に配慮した教育に努めるものと

する。

（藤井寺市男女共同参画推進審議会）
第１４条

２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

基本計画の策定及び変更その他の男女共同参画に関する重要事項について意見を聴くた

め、藤井寺市男女共同参画推進審議会
（以下「審議会」
という。）
を置く。
２ 審議会は、委員１０人以内で組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の１０分の４未満で

（性別による差別的取扱い等の禁止）
第８条
⑴

何人も、
あらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
性別による差別的取扱い

⑵ セクシュアル・ハラスメント
性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人等に対する人権侵害

あってはならない。
３ 委員は、学識経験者、市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
（市が実施する施策に対する申出）
第１５条

（公衆に表示する情報への配慮）
第９条

何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的役割分担、異性に対する暴力行為

その他性別による差別的取扱いを助長する表現を行わないように配慮するものとする。

第２章
（市の責務）
第４条

市は、前条に定める基本理念
（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（積極的格差是正措置を含む。以下「男女共同参画施策」
という。）
を総合的かつ計画的に策定
し、及び実施する責務を有する。
２ 市は、男女共同参画施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携し、市民、事業者等
３ 市は、
自ら率先して男女共同参画の職場づくりに努めなければならない。

基本的施策

（基本計画）
第１０条

市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画施策につ

市民等は、市長に対し、市が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策について意見を申し出ることができる。
２ 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において必要と認められるときには、審議会の意見を聴
き、必要な措置を講ずるものとする。
（相談への対応）
第１６条

進審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見が反映されるよう適切な措置を講ずるものとする。
３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

第４章

第５条

市民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、
あらゆる分野において積極的

に男女共同参画の推進に努めるものとする。

雑則

（委任）
第１７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。
める。

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
附

（市民の責務）

市長は、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る人権侵

害に関して相談を受けたときは、関連機関との連携を図りながら、適切かつ迅速に対応するものとする。

いての基本的な計画（以下「基本計画」
という。）
を策定しなければならない。
２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、
あらかじめ第１４条に規定する藤井寺市男女共同参画推

る者をいう。
⑸

（調査研究）

その動向と協調すること。

及び教育関係者
（以下「市民等」
という。）
と協力して取り組まなければならない。

人をいう。
⑷

第６条

⑷

男女が社会の対等な構成員として、
自らの意思によって、職場、学校、地域、家庭

その他の社会のあらゆる分野（以下「あらゆる分野」
という。）
における活動に参画する機会が確保さ

す。
家族や社会のみんなで協力しあいます。

男女が、
それぞれの身体的特徴及び心身の変化について理解を深め、妊娠、出産等に関する事項

ること。
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。

認めあい、心と体の健康を

（事業者等の責務）

とができるように配慮されること。
⑹

⑺

（定義）

家事、子育て、介護、地域活動は、

第１２条

⑶ ドメスティック・バイオレンス

について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮され

ることを目的とする。

男女が身体の特徴の違いを

２ 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

活における活動に家族の一員として共に役割を担い、共にあらゆる分野における活動に、参画するこ

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、事業者等及び教育関係

健康
健康と命を
大切にします

家庭でも社会の中でも
家
も
支えあいます

性別による固定的な役割分担意識等を反映した制度又は慣行が、男女の社会における活動の自

由な選択に対して、影響を及ぼさないように配慮されること。
⑷

第１章

男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。

女の人権が尊重されること。

このような状況の中で、社会の急速な変化に対応しながら、活力に満ちた藤井寺市を築いていくために

この男女共同参画社会への取組を進めていくことを決意し、
この条例を制定する。

みんなで一緒に考えます。

男女が個人として尊厳を重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が
個人として能力を発揮する機会が確保されること、男女間のあらゆる暴力が根絶されることその他の男

が依然として存在するなど、解決すべき課題はなおも残されている。
は、男女が対等な存在として協力し、責任を分かち合い、
自らの意思で社会のあらゆる分野に参画すること

大切なことを決めるときは、

２ 事業者等は、職場その他の活動の場における男女の対等な参画の機会の確保に努めるとともに、家

別撤廃条約を軸とした国際社会における動きと連動しつつ、平成１１年には男女共同参画社会基本法が
制定されるなど、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。

男女が一緒に考えて
決定します

こんな社会です

ＤＶなどあらゆる暴力を
許しません

藤井寺市男女共同参画推進条例

男女共
同参画
社会の
取組み
は、
国際社
会の
動きと協
調して進
めます
。

（市民等の理解を深めるための措置）
第１１条

市は、市民等の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報、啓発活動その他必要な措

置を講ずるものとする。

則

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

してはいけないこと・
気をつけること
情報を人に
伝えるときには
注意しましょう

性別による
差別の禁止
セクハラ、ＤＶ、性同一性障
害の人などに対する人権侵
害や性別による差別をして
はいけません。

たくさんの人の目に触れる広
告などに、性別による差別に
つながる表現を使うのはや
めましょう。

市が行うこと
男女共同参画を進めていくために
どうしよう

こうなると
いいなぁ〜

あれ？

市への意見や相談を
受け付けています

藤井寺市男女共同参画推進条例
発行：藤井寺市
〒583-8583 藤井寺市岡1-1-1
TEL 072-939-1059／ FAX 072-952-8981

発行年月：平成23年7月

