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４ 第３次茨城県男女共同参画基本計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜策定趣旨＞ 

＜社会情勢の変化＞ 

・少子化と人口減少社会の進行 

・高齢化の進展（超高齢化） 

・個人のライフスタイルの多様化 

・ワーク・ライフ・バランスの崩壊 

・女性の就業状況の変化 

・東日本大震災の発生 

＜現状にみる課題＞ 

・政策・方針決定過程における低い女性割合 

・根強い性別による固定的役割分担意識 

・就業を中断せざるを得ない出産，子育て期の女性 

・仕事と生活の調和について希望と現状の乖離 

・非正規雇用の増加 

・男性の慢性的な長時間労働 

・深刻な女性に対する暴力 

＜国計画，関係法制度の改正等＞ 
・国の男女共同参画基本計画（第４次）の策定 
（H2７.12 閣議決定） 

・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）の施行（H27.9） 

・日本再興戦略 改訂 2015（H27.6 閣議決定） 
・少子化社会対策大綱（Ｈ27.3 閣議決定） 
・男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 

（Ｈ25.5 内閣府作成） 
・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（Ｈ25 一部改正） 

茨城県男女共同参画推進条例に定める５つの基本理念 

男女の人権の尊重 

計画策定の趣旨・背景 

本県では，「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）」（計画期間 H23～H27）に基づき施策を展開しているが，男女共同参画を取り巻く社会
情勢の変化や様々な課題に対応するとともに，国の男女共同参画基本計画を勘案して，中長期的な展望に立った本県の男女共同参画社会の
実現に向けた取組の方向性を示すため，28年度からの新たな茨城県男女共同参画基本計画を策定する。 

 

社会制度・慣行への配慮，
多様な生き方の選択 

政策等の立案及び決定へ
の共同参画 

国際的協調 
家庭生活における活動と
他の活動の両立 

計画の内容 

[計画期間] 平成２８年度～平成３２年度（５ヵ年計画） 

 

★１ 男女共同参画等の教育・学習の充実 

学校教育の中で，すべての人が，固定的性別役割分担意識を持つことなく，
自らの人生を選択する能力を身につけるとともに，女性の社会参画が，社会の
活性化にとって有益であることを教育・学習することが必要です。 

★２ 生涯を通してすべての人が健康で幸せに暮らせる環境の整備 

「性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」に配慮し，すべて
の人が生涯を通じて健康を保持できるよう，総合的な取組を推進する必要があ
ります。また，社会生活を営むうえで困難を有する人が安心して暮らせる環境の
整備も促進する必要があります。 

★３ 女性の活躍と社会への参画の更なる促進 

行政・企業・政治など各分野において女性の参画拡大への取組を一層促す
必要があります。また，本県では，昨年度「ウィメンズパワーアップ会議」から，女
性が活躍する社会づくりを茨城全体で促進するための提言を受けたところで
す。活力ある経済社会を構築するため，あらゆる人材の能力の活用，多面的な
視点に立った取組，新たな発想を取入れていく必要があります。 

★計画で強調すべき６つの視点★ 

★４ 男女共同参画推進による豊かないばらきらしさの創出 

女性が活躍できる魅力的な場を広げる企業の取組への支援や，農山漁村，
科学分野における女性の参画を促進する必要があります。また，地域おこしな
ど地方の活性化を進めるため男女共同参画の視点に立った働きかけや支援
を行い，豊かないばらきらしさを創出していく必要があります。 

★５ 子育てや介護と仕事との両立支援 

「仕事と生活の調和」は，個人の活動がより多様化している現代において，
ますます重要なものとなっています。経済社会の持続可能な発展，企業の活
性化や子どもにとって安らぎのある家庭環境づくりのため，子育てや介護と仕
事との両立支援に関する一層の取組を推進していく必要があります。 

★６ 男女共同参画の視点による人権の尊重と地域防災力の向上 

男女共同参画社会の形成に重要な課題である，ＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス），各種ハラスメント事案等人権侵害についての対策を進める必要があり
ます。また，地域の防災力向上のため，男女共同参画の視点を取り入れた防
災・復興体制を確立し，支援者の側に立って活躍する女性を育成していく必
要があります。 

★3 つの基本目標・10の重点課題★ 

１ 男性中心型社会慣行に対する意識の改革と女性の活躍 
（１）性別による固定的役割分担意識の解消 
（２）男性型の働き方等の改革 
（３）男性の家庭や地域への参画に向けた意識啓発，支援 

２ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大  
（１）地方自治体における政策・方針決定過程への女性の参画促進 
（２）女性のキャリア意識・キャリア形成への積極的な取組の促進 

３ 女性の更なる社会への参画の促進  
（１）事業者及び各団体等における女性の参画促進 
（２）地域の分野における女性の参画促進 
（３）新たな分野に対する女性の参画への意識の醸成 

４ 地方創生と地域社会における男女共同参画の促進  
（１）人材の育成と地域活動への支援 
（２）個性豊かで魅力的な地域づくりの推進 

様々な分野における男女共同参画の推進  
～人が変わる～ 

基本目標Ⅰ 

持続可能で多様な働き方のための環境の整備  
～組織が変わる～ 

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進  
（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に係る働きかけの推進 
（２）すべての人にとって働きやすい職場環境の整備の促進 

２  
（１）すべての人にとって均等な機会と待遇の確保   
（２）持続可能で多様な働き方を可能にする環境整備 
（３）女性の継続就業の支援  
（４）商工業等の自営業における働きやすい環境の整備 

３ 女性の活躍による農山漁村の活性化  
（１）女性の活躍による農山漁村の活性化促進 
（２）経営参画する女性への支援 

基本目標Ⅱ 一人ひとりの人権が尊重される幸せな社会の構築 
～社会が変わる～ 

１ 教育・メディア等を通じた意識の改革，理解の促進  
（１）子どもの頃からの男女共同参画とキャリア形成の意識啓発 
（２）地域社会における男女共同参画を推進する教育・学習の充実  
（３）男女共同参画の視点に立った情報の提供・発信への働きかけ 
（４）情報を活用できる能力（メディア・リテラシー）の向上の推進 

２ 生涯を通じて一人ひとりが幸せに暮らせる環境の整備  
（１）安心して暮らせる環境の整備 
（２）健康の保持・増進への支援  
（３）あらゆる暴力の根絶，被害者の保護・支援に向けた環境づくり 
（４）男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 

３ 男女共同参画の視点に立った各種制度や支援の整備  
（１）女性が継続就労できる社会の構築 
（２）仕事と子育て・介護の両立支援 
（３）男女共同参画に関する調査・情報提供・相談事業の推進 
（４）男女共同参画に関する国際的動向の理解促進 

基本目標Ⅲ 

 

 
 

人が変わる 

組織が変わる 

社会が変わる 

４ 茨城県男女共同参画基本計画（第３次）概要 平成２８年３月議決 
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平成 11年 6月 23日法律第 78号 

改正 平成 11年 7月 16日法律第 102号 

同 11年 12月 23日同第 160号 

 

前文 

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法の下

の平等がうたわれ，男女平等の実現に向けた様々な取

組が，国際社会における取組とも連動しつつ，着実に

進められてきたが，なお一層の努力が必要とされてい

る。 

一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化等我

が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で，

男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

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は，緊要

な課題となっている。 

このような状況にかんがみ，男女共同参画社会の実現

を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け，社会のあらゆる分野において，男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこ

とが重要である。 

ここに，男女共同参画社会の形成についての基本理念

を明らかにしてその方向を示し，将来に向かって国，

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため，この法

律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は，男女の人権が尊重され，かつ，

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することの緊要性にかんがみ，男女共同参画社

会の形成に関し，基本理念を定め，並びに国，地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに，男女

共同参画社会の形成の促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形成を

総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において，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。 

（１）男女共同参画社会の形成 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，共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。 

（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

提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は，男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること，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その他の男女の人権が尊

重されることを旨として，行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては，社会

における制度又は慣行が，性別による固定的な役割分

担等を反映して，男女の社会における活動の選択に対

して中立でない影響を及ぼすことにより，男女共同参

画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り

中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は，男女が，社会の

対等な構成員として，国若しくは地方公共団体におけ

る政策又は民間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を旨として，

行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は，家族を構成する

男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，

家族の介護その他の家庭生活における活動について家

５ 男女共同参画社会基本法 
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族の一員としての役割を円滑に果たし，かつ，当該活

動以外の活動を行うことができるようにすることを旨

として，行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにかんが

み，男女共同参画社会の形成は，国際的協調の下に行

われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は，第３条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり，男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を

総合的に策定し，及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 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

施策及びその他のそ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。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は，職域，学校，地域，家庭その他の

社会のあらゆる分野において，基本理念にのっとり，

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけれ

ばならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は，毎年，国会に，男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じた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報告を提出しなけれ

ばならない。 

２ 政府は，毎年，前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書

を作成し，これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画

（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。  

２ 男女共同参画基本計画は，次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

（１）総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか，男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

（３）内閣総理大臣は，男女共同参画会議の意見を聴

いて，男女共同参画基本計画の案を作成し，閣議の決

定を求めなければならない。 

（４）内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決定

があったときは，遅滞なく，男女共同参画基本計画を

公表しなければならない。  

（５）前二項の規定は，男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は，男女共同参画基本計画を勘案

して，当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定め

なければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

（１）都道府県の区域において総合的かつ長期的に講

ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

（２）前号に掲げるもののほか，都道府県の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県男
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女共同参画計画を勘案して，当該市町村の区域におけ

る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（以下「市町村男女共同参画計画」

という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め，又は変更した

ときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は，男女共同参画社会

の形成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，男女共同参画社会の形成に

配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は，広報活動等を通じ

て，基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な

措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は，政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

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及び性別による差別的取扱いそ

の他の男女共同参画社会の形成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

ために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第１８条 国は，社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策

定に必要な調査研究を推進するように努めるものとす

る。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は，男女共同参画社会の形成を国際的協

調の下に促進するため，外国政府又は国際機関との情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際

的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を

講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は，地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援

するため，情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に，男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は，次に掲げる事務をつかさどる。  

（１）男女共同参画基本計画に関し，第１３条第３項

に規定する事項を処理すること。 

（２）前号に掲げるもののほか，内閣総理大臣又は関

係各大臣の諮問に応じ，男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針，基本的な政策及び重要事項

を調査審議すること。 

（３）前２号に規定する事項に関し，調査審議し，必

要があると認めるときは，内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し，意見を述べること。 

（４）政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の実施状況を監視し，及び政府の施策が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し，必要

があると認めるときは，内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し，意見を述べること。  

（組織） 

第２３条 会議は，議長及び議員二十四人以内をもっ

て組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は，内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は，会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は，次に掲げる者をもって充てる。  

（１）内閣官房長官以外の国務大臣のうちから，内閣

総理大臣が指定する者 

（２）男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有

する者のうちから，内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は，同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。 
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３ 第１項第２号の議員のうち，男女のいずれか一方

の議員の数は，同号に規定する議員の総数の十分の四

未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は，非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は，２年と

する。ただし，補欠の議員の任期は，前任者の残任期

間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は，再任されることがで

きる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は，その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは，関係行政機関の長に対し，

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出，意見

の開陳，説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は，その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは，前項に規定する者以外の者に

対しても，必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか，会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は，

政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第

７号）は，廃止する。 

附 則  

（平成 11年 7月 16日法律第 102号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，内閣法の一部を改正する法律（平

成１１年法律第８８号）の施行の日から施行する。た

だし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日

から施行する。 

（１）略 

（２）附則第１０条第１項及び第５項，第１４条第３   

項，第２３条，第２８条並びに第３０条の規定  

公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲

げる従前の審議会その他の機関の会長，委員その他の

職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は，

当該会長，委員その他の職員の任期を定めたそれぞれ

の法律の規定にかかわらず，その日に満了する。  

（１）から（１０）まで 略 

（１１）男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか，

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は，別に法

律で定める。 

附 則  

（平成 11年 12月 22日法律第 160号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は，平

成１３年１月６日から施行する。ただし，次の各号に

掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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平成 13 年 3 月 28 日茨城県条例第 1 号 

 

人はすべて法の下において平等であり，これまで男女

平等の実現に向けた様々な取組が行われてきたが，今

なお，十分に実現されるに至っていない。 

今後，少子高齢化の進展や経済活動の成熟化，情報通

信技術の高度化など社会経済情勢の急速な変化に的確

に対応し，県民ひとりひとりがものの豊かさと心の豊

かさをあわせ持つ新しい豊かさを実感することができ

る茨城を目指すためには，男女が，社会のあらゆる分

野において，互いの違いを認め合い，互いに人権を尊

重しながら，それぞれの個性と能力を十分に生かし，

共に責任を担うことができる男女共同参画社会を早急

に実現することが重要である。 

ここに，男女共同参画社会を実現することを目指して，

男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし，

県，県民，事業者等が連携し，一体となって男女共同

参画の推進に取り組むことを決意し，この条例を制定

する。 

 

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ついての

基本理念を定め，県，県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

する。 

（定義） 

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，当該各号に定めるところによる。 

（１）男女共同参画 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，かつ，共に責任を担

うことをいう。 

（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

ことをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は，男女の個人としての尊厳が

重んぜられること，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

が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として，推進されなければならない。 

２ 男女共同参画は，社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動に対して及ぼす影響にできる限

り配慮し，男女が性別による固定的な役割分担にとら

われることなく多様な生き方を選択することができる

ことを旨として，推進されなければならない。 

３ 男女共同参画は，男女が，社会の対等な構成員と

して，県における政策又は民間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

とを旨として，推進されなければならない。 

４ 男女共同参画は，家族を構成する男女が，相 

互の協力と社会の支援の下に，子の養育，家族の介護

その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし，かつ，当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として，推

進されなければならない。 

５ 男女共同参画の推進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及び地域における国際化の

進展にかんがみ，男女共同参画は，国際的協調の下に

推進されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり，男女共同参画の推進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的

に策定し，及び実施する責務を有する。 

２ 県は，あらゆる施策を策定し，及び実施するに当

たっては，基本理念を尊重するものとする。 

３ 県は，男女共同参画の推進に関する施策について，

県民，事業者，市町村及び国と相互に連携して取り組

むように努めるものとする。 

６ 茨城県男女共同参画推進条例 
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（県民の責務） 

第５条 県民は，職域，学校，地域，家庭その他の社

会のあらゆる分野において，基本理念にのっとり，男

女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は，基本理念にのっとり，県が行う男女共同

参画の推進に関する施策に積極的に協力するように努

めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，雇用等の分野において，基本理念に

のっとり，男女共同参画の推進に努めなければならな

い。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，男女が職業生活

における活動と家庭生活における活動を両立できるよ

うに就労環境の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は，基本理念にのっとり，県が行う男女共

同参画の推進に関する施策に積極的に協力するように

努めなければならない。 

（男女共同参画推進月間） 

第７条 男女共同参画の推進について，県民及び事業

者の関心と理解を深めるとともに，男女共同参画の推

進に関する活動が積極的に行われるようにするため，

男女共同参画推進月間を設ける。 

２ 男女共同参画推進月間は，毎年１１月とする。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（基本計画） 

第８条知事は，男女共同参画の推進に関する施策の総

合的かつ計画的な実施を図るため，議会の承認を経て，

男女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は，次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

（１）総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推

進に関する施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか，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実施するために必

要な事項 

３ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，県民及

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。 

４ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらか

じめ，茨城県男女共同参画審議会の意見を聴くほか，

市町村の意見を求めなければならない。 

５ 知事は，基本計画を定めたときは，これを公表し

なければならない。 

６ 第１項及び前３項の規定は，基本計画の変更（規

則で定める軽微な変更を除く。）について準用する。 

（広報活動） 

第９条 県は，男女共同参画に関する県民及び事業者

の関心と理解を深めるために必要な広報活動を行うも

のとする。 

（調査研究等） 

第１０条 県は，男女共同参画を推進するため，男女

共同参画に関する情報の収集，分析及び調査研究を行

うものとする。 

（男女共同参画の推進に関する教育等） 

第１１条 県は，男女共同参画の推進に関する教育及

び学習の充実に努めるものとする。 

（市町村に対する支援等） 

第１２条 県は，市町村が行う男女共同参画の推進に

関する基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女

共同参画の推進に関する施策を支援するため，情報の

提供，技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。 

２ 県は，県が実施する男女共同参画の推進に関する

施策について，市町村に対し，協力を求めることがで

きる。 

（県民等に対する支援） 

第１３条 県は，県民又は民間の団体が行う男女共同

参画の推進に関する活動を支援するため，情報の提供

その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（苦情等の申出及び申出の処理体制の整備） 

第１４条 県民及び事業者は，男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる事項についての苦情その他

の意見を知事に申し出ることができる。 

２ 知事は，前項の規定による申出を適切かつ迅速に

処理するために必要な体制を整備するものとする。 
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（推進体制の整備） 

第１５条 県は，男女共同参画の推進を図るために必

要な推進体制の整備に努めるものとする。 

（付属機関等における積極的改善措置） 

第１６条 県は，付属機関（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定 

に基づく付属機関をいう。）その他これに準ずるものに

おける委員の任命又は委嘱に当たっては，積極的改善

措置を講ずるように努めるものとする。 

（男女共同参画の状況についての報告等） 

第１７条 知事は，男女共同参画の推進に必要がある

と認めるときは，事業者に対し，男女共同参画の状況

について報告を求めることができる。 

２ 知事は，前項の規定により把握した男女共同参画

の状況を取りまとめ，公表することができる。 

３ 知事は，第１項の規定による報告に基づき，事業

者に対し，情報の提供その他の必要な措置を講ずるこ

とができる。 

第３章 性別による権利侵害の禁止 

第１９条 何人も，セクシュアル・ハラスメント（性

的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害

すること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。）を行ってはなら

ない。 

２ 何人も，配偶者等に対し，身体的又は精神的な苦

痛を与えるような暴力的行為を行ってはならない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１３年４月１日から施行する。 

（茨城県行政組織条例の一部改正） 

２ 茨城県行政組織条例（昭和３８年茨城県条例第４

５号）の一部を次のように改正する。 

  略 

 


