
資料1

項目 意見・提案等 対応方針 第2回会議意見 対応方針

1 前文

1段落最終行

　都道府県や市町村等　→　地方公共団体

4段落1行目

　活力ある豊かな明るい　→　多様性に富んだ活力ある

・（市の責務）第4条第2項の「国、他の地方公共団体」

という表記に合わし、「地方公共団体」とする。

・これからの持続可能な社会のキーワードと考える「多

様性」を盛り込みたいため、「活力ある豊かな明るい」

を「多様性に富んだ活力ある」とする。

異議なし

　前文の内容等について、事務局の条例策定の意図をく

み取っていただき、わかりやすい内容となりました。提

案どおり採用させていただきます。

　前文、条文とも「である。」調で統一します。

　事務局提案の下線を追加することで、2段落めの「わ

たしたちは、男女が社会の対等な構成員として、共同し

て責任を果たしていくことが、より人間らしく生きるう

えで、何よりも大切なことだと考えます。」と内容が重

なるため、下記のとおり、提案

　また、前文と条文で、「です。ます。」は合わした方

が良いと思う。

　最終段落に、次世代へ敬称と責任の決意を入れて結び

とします。

　わたしたちの憲法は、一人ひとりの人間が大切であ

り、男女が平等であることをうたっています。

　この憲法の精神を実際にいかしていくために、国は、

女子差別撤廃条約に関連した一連の法整備を整えるとと

もに、男女共同参画社会基本法を定め、真の男女平等の

達成に向けて政策のあるべき姿を国や地方公共団体に示

しています。

　これを踏まえた上で、宍粟市では平成22年に「宍粟市

男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実

現をめざし、さまざまな取組を進めてきました。しか

し、市民の意識の中には、男女の固定的な役割分担意識

が依然として根強く、多くの市民が実生活において、男

女の不平等を感じるなど、本市の現状はまだまだ十分と

はいえません。

　先人たちが築きあげたこの地が、更に内外に開かれ、

多様性に富んだ活力ある宍粟市を創造していくために

は、誰もが一人ひとりの人権を尊重し、安心して自分ら

しく生きられる社会でなければなりません。

　私たちは次の世代に責任を持つものとして、男女共同

参画社会の推進にいっそう取り組むことを決意し、この

条例を制定します。

意見等に関する対応

　

　わかりやすく頭に入るように検討してほしい。

　例

　わたしたちの憲法は、一人ひとりの人間が大切であ

り、男女が平等であることをうたっています。この憲法

の精神を実際にいかしていくために、国は、女子差別撤

廃条約に関連した一連の法整備を整えるとともに、男女

共同参画社会基本法を定め、真の男女平等の達成に向け

て政策のあるべき姿を国や都道府県や市町村等に示して

います。

　わたしたちは、男女が社会の対等な構成員として、共

同して責任を果たしていくことが、より人間らしく生き

るうえで、何よりも大切なことだと考えます。

　この考え方にしたがって、本市でも平成22年に「宍粟

市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の

実現をめざし、さまざまな取組を進めてきました。しか

し、市民の意識の中には、男女の固定的な役割分担が依

然として根強く、多くの市民が実生活において、男女の

不平等を感じるなど、本市の現状はまだまだ十分とは言

えません。

　私たちは先人たちが築きあげたこの地が、更に内外に

開かれ、時代の流れに即した社会になることを願うとと

もに、男女共同参画社会の推進にいっそう取り組むこと

を決意し、この条例を制定します。

　制定する意義をわかりやすく表現します。

　宍粟市の特徴として、地域活力向上の必要性からも男

女共同参画社会の推進が重要であることを盛り込み、下

記のとおりとします。

　わたしたちの憲法は、一人ひとりの人間が大切であ

り、男女が平等であることをうたっています。この憲法

の精神を実際にいかしていくために、国は、女子差別撤

廃条約に関連した一連の法整備を整えるとともに、男女

共同参画社会基本法を定め、真の男女平等の達成に向け

て政策のあるべき姿を国や都道府県や市町村等に示して

います。

　わたしたちは、男女が社会の対等な構成員として、共

同して責任を果たしていくことが、より人間らしく生き

るうえで、何よりも大切なことだと考えます。

　この考え方にしたがって、本市でも平成22年に「宍粟

市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の

実現をめざし、さまざまな取組を進めてきました。しか

し、市民の意識の中には、男女の固定的な役割分担意識

が依然として根強く、多くの市民が実生活において、男

女の不平等を感じるなど、本市の現状はまだまだ十分と

は言えません。

　人口減少社会の到来や社会経済が大きく変化する中、

活力ある豊かな明るい宍粟市を創造していくためには、

一人ひとりの人権を尊重し、安心して自分らしく生きら

れる社会でなければなりません。

　私たちは先人たちが築きあげたこの地が、更に内外に

開かれ、時代の流れに即した社会になることを願うとと

もに、男女共同参画社会の推進にいっそう取り組むこと

を決意し、この条例を制定します。
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資料1

項目 意見・提案等 対応方針 第2回会議意見 対応方針

2 第2条

（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、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。

→「男女」を「全ての人」にしてはどうか。

※第3条等の表記のあり方も検討してはどうか。

 基本法の第2条第1号の定義に準じて「男女」の表記にし

ています。「男女」にはもちろん「全ての人」を含みま

すが、この条例の第一の目的である、男女の格差の解消

のため、「男女」の表記は変えないほうが、条例の意図

がわかりやすいと考えています。

第3条、第8条、第14条についても同様です。

ただし、第3条（4）については、「家族を構成する男女

が」を「家族の構成員が性別にかかわりなく」に修正し

ます。

 男女の表現について、再検討してほしい。

 　男女の表記か所を、状況に応じて「すべての人」「誰

もが」「性別にかかわらず」に置き換える等検討しまし

たが、そうすると、本条例の第一の目的である男女の格

差解消を目的としている意図が伝わりにくくなるのを危

惧します。

　ジェンダーによる格差が大きい日本社会においては、

まだまだ「男女」という枠組みでこの問題を考える必要

性があると認識しています。

　

　第3条6号に、男女の性別にとどまらず、人の性は多様

であり、かつ、人格の基礎ともなるものであるから、等

しく尊重されること、を追加することで道理にかなう条

文になったと思います。

3 第2条

（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。

→「男女のいずれか一方に対し」について、多様性の観

点からするとこの表現で良いか。

 基本法第2条第2号の定義に基づき、「男女のいずれか一

方に対し」としています。このほうが、条例の意図がわ

かりやすいと考えます。
異議なし

第3条

基本理念

(1)男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が

性別等による差別的取り扱いを受けないこと及び男女が

性別等にかかわりなく個人としての能力を発揮する機会

が確保されること並びに多様な性のあり方も含めたあら

ゆる人権が尊重され、配慮されること。

→　等は削除します。

(1)は、性の多様性を盛り込みたいがため、基本法の理念

である男女の人権の尊重から、あらゆる人権の尊重が理

念となり、基本法より大風呂敷を広げてしまっているた

め、条例の意図が伝わりにくい。そこで、(1)は基本法に

準じ、新たに項立てを行い、（６）に性の多様性を尊重

する項を加えることはどうか。

　ご意見のとおりとすることで、性の多様性の尊重の大

切さを明記することは、本条例の特徴であり、構成とし

てわかりやすくなりますので、下記とします。

(1)男女の個人としての尊厳が重んじられること、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、その他の男

女の人権が尊重されること。

(6)男女の性別にととまらず、人の性は多様であり、か

つ、人格の基礎ともなるもであるから、等しく尊重され

ること。

4 第3条

基本理念

（4）家族を構成する男女が

　　→　家族の構成員が性別にかかわりなく

 家族は、男女に限らず多様な形が存在することから、

「家族の構成員が性別にかかわりなく」に修正します。 異議なし

5 第4条

（3）市は、職員一人ひとりの男女共同参画に関する認

識を高める等、自ら率先して男女共同参画の推進に努め

なければならない。

→「自ら率先して」は自らと言わずとも率先すべき立ち

位置であるため、「自ら」は、不要ではないかと感じ

た。

「自ら」は削除します。

異議なし

6
第５条

市民の責務

7
第6条

教育関係者の責務
異議なし

　市の責務においては、……努めなければならない、と

表現するが、市民、教育関係者、事業者、市民団体の責

務については、努めるものとする、と表現する。

　努めなければならない

　→　努めるものとする

　市の責務は、市として努力を強く求めるため、（努め

なければならない）とし、

市民等については、努力していくことを原則や方針とす

るので、（努めるものとする）とする。
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資料1

項目 意見・提案等 対応方針 第2回会議意見 対応方針

8
第7条

事業者の責務

9
第8条

市民団体の責務

10

第9条

性別等による権

利侵害の禁止に

ついて

 　兵庫県条例第7条のように、3項立てすることはできな

いか、あっさりしすぎていないか。

 

　兵庫県条例

（性別による差別的取扱い等の禁止）

第7条　何人も、社会のあらゆる分野において、性別に

よる差別的取り扱いを行ってはならない。

２　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行っ

てはならない。

３　何人も、家庭等において、配偶者等に対する身体的

又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならな

い。

　性別による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメ

ント、ドメスティック・バイオレンスは社会のあらゆる

分野において禁止するため、一括りにします。また、多

様な性に対する規定を追加するため、改めて整理し、下

記のとおりとします。

（性別等における権利侵害の禁止）

第9条　何人も、社会のあらゆる分野において、性別に

よる差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメ

スティック・バイオレンス、性的指向、性自認等による

権利侵害を行ってはならない。

２　何人も、性的指向又は性自認等の公表に関して、い

かなる場合も強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に

反して公にしてはならない。

　下記のとおり提案する。

性的指向、性自認は、性別と同じ人格を形成する重要な

要素であるため、性別の後に表記し、下記のとおり整理

すれば良いと思う。

また、2項に関するセクハラ、DVの実態は、圧倒的に女

性が被害者なのだから、改めて認識し、実態をアナウン

スする意味でも女性に対する暴力ということを明記した

ら良いと思う。

（性別等における権利侵害の禁止）

第9条　何人も、性別、性的指向又は性自認等による差

別的取扱いをしてはならない。

２　何人も、セクシュアル・ハラスメント、ドメス

ティック・バイオレンス等の女性に対する暴力を行って

はなりません。

　ご意見とおり、第1項は性別等によるもの、第2項は暴

力によるもの、で整理し、ご意見のとおりとします。

第９条

性別等による権

利侵害の禁止

２　何人も、性的指向、性自認等の公表に関して、いか

なる場合も強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反

して公にしてはならない。

　性の多様性の明文化については、良いことであるが、

繋がりがすっきりしないため、わかりにくのではない

か。

　下記とします。

３　何人も、人の性に関する情報を本人の同意を得ない

で他人に漏らしてはならない。また、いかなる場合も公

表を強制し、又は禁止してはならない。

11 11条～21条

　市の実施すべき基本施策に、

・ワーク・ライフ・バランスの推進を入れたほうがいい

のではないか。

理由は、企業での女性の参画を進めるのには、働き方改

革とワークライフバランスをセットでやっていかないと

いけないため。また、行政が企業へアプローチしやすく

なるのではないか。

12 11条～21条

　市の実施すべき基本施策に、

・男女共同参画に関する教育の推進は入れたほうがいい

のではないか。

理由は、子どもたちに重要性を伝えることは重要である

ため。

13 11条～21条

　市の実施すべき基本施策に、

・防災及び減災の分野における施策の推進を入れたらい

いのではないか。

理由は、避難所のガイドライン等にも女性の視点からの

防災が必要になってきています。

異議なし

異議なし

 　どの施策も重要ですが、男女共同の推進を特に必要と

する分野は時代の変遷によって変化していくことから、

個別具体の分野を特出しする規定は設けないこととしま

す。なお、他分野における具体的な施策については、宍

粟市男女共同参画プランの中に位置付けていくことにな

ります。

　市の責務においては、……努めなければならない、と

表現するが、市民、教育関係者、事業者、市民団体の責

務については、努めるものとする、と表現する。

　努めなければならない

　→　努めるものとする

　市の責務は、市として努力を強く求めるため、（努め

なければならない）とし、

市民等については、努力していくことを原則や方針とす

るので、（努めるものとする）とする。
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資料1

項目 意見・提案等 対応方針 第2回会議意見 対応方針

14 11条～21条

　市の実施すべき基本的施策に

・ドメスティック・バイオレンスの防止等を入れて欲し

い。

理由は、本市では宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計

画を策定しているが、DVに関する条例等がないため、条

例に記載することでより計画の実行性を担保するため。

　他分野ではあるが、配偶者等に対する暴力行為は男女

共同参画の推進を阻害する行為であることから、本市が

具体的な施策として実施することを規定することとしま

す。防止に向けた広報、啓発等に取り組むとともに、被

害者の保護及び自立を支援するため、関係機関と連携を

図りながら必要な措置を講ずることを定めます。

（ドメスティック・バイオレンスの防止等）

第20条　市は、関係機関と連携した、ドメスティック・

バイオレンスの防止に努めるとともに、当該暴力の被害

を受けた者を保護し、及び自立を支援するため必要な措

置を講ずるものとする。

異議なし

第14条

附属機関等にお

ける構成員の男

女の均衡

第14条　市は、その設置する附属機関等の委員その他の

構成員を任命し、又委嘱する場合には、男女の数の均衡

に努めるものとする。

異議なし

15
第17条

苦情等への対応

　（苦情又は相談への対応）　あるいは、（相談等への

対応）の方がいいかと思います。

　（苦情又は相談等への対応）とします。

異議なし

第17条

苦情等への対応

(苦情又は相談等への対応）

第17条

性の多様性についても含めたものとしたいが、どうだろ

うか。

 ２項の性別若しくは性的指向又は性自認等の表記につい

ては、性別、性的指向、性自認等は対等でなければなら

ない。

性別、性的指向又は性自認等に修正します。

16 条例名称

　性的マイノリティ当事者にとっては、男女共同参画と

いう言葉自体が自分が疎外されているような印象を受け

てしまう。国立市の女性と男性及び多様な性の平等参画

を推進する条例を知ったとき、中身も男女ではなくて全

ての人と明記されていて、すごくいい事だと思った。宍

粟市がそこまで追いついていない現状はわかるが、条例

が恒久的なものであるなら、めざすべき姿を条例名に出

来たらいいのではないか。

17 条例名称
　条例名は、先進的な名前にするほうが、宍粟市をア

ピールすることになるのではないか。

保留保留

　「男女共同参画」という言葉は、基本法に使用されて

おり、「参画」という言葉には、女性が意思決定の中枢

に加わっていくという重要な意味を持っているため、使

用したい言葉であります。しかしながら、時代にふさわ

しい条例にすることも含めて、再度検討します。
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