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資料編

きたかた男女共生プラン
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喜多方市男女共同参画推進条例
喜多方市条例第５号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条―第９条）
　第２章　男女共同参画の推進に関する基本的な施策（第10条―第14条）
　第３章　喜多方市男女共同参画審議会（第15条―第18条）
　第４章　雑則（第19条）
　附則

　日本国憲法には個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女共同参画社会基本法においては、男女共
同参画社会の実現が最重要課題として位置付けられている。
　また、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会経済情勢が大きく変化する時代を迎えている中、
男女が性別にとらわれずに個性や能力を発揮することができ、かつ、男女が互いに支え合う社会の形成
が求められている。
しかしながら、実際には、社会のあらゆる分野における方針等の立案から決定までの過程への女性の参
画が進んでいない状況にあるなど、いまだに男女の実質的な平等は達成されておらず、さらに男女共同
参画を推進することが重要な課題となっている。
　こうした状況を認識し、私たちは、男女が互いの違いを認めつつ、かつ、男女が社会の対等な構成員
としてあらゆる活動に参画することができる社会の実現をめざすことを決意して、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関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び市民団体の
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について定めるこ
とにより、男女共同参画社会の形成に資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、それぞれ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、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。

（２）　事業者　市の区域内において事業を行う営利法人、公益法人、農業、商工業等の個人事業主、
特定非営利活動法人等をいう。

（３）　市民団体　地域社会において住民の福祉の向上のための活動を行う自治会、ＰＴＡ、ボランテ
ィア団体その他の団体をいう。

　（基本理念）
第３条　男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
（１）　男女が、性別を理由に差別的取扱いを受けないこと、個人の個性及び能力を十分に発揮するこ
とができる機会が均等に確保されることその他の個人としての人権が尊重されること。

（２）　性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行を見直し、男女が社会に
おける活動において自由な選択ができること。

（３）　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ける方針の立案及び決定等に共
同して参画する機会が確保されること。

（４）　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
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活における活動と職場、学校、地域等における活動とが両立できること。
（５）　男女が、対等な関係の下に、互いの性別の違いによる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、
出産その他の健康についての自らの意思が尊重され、生涯にわたる心身の健康が維持されること。

（６）　国際社会における取組と密接に関係していることを考慮し、国際的協調の下に行われること。
　（市の責務）
第４条　市は、前条各号に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の
推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
２　市は、男女共同参画を推進するに当たっては、市民、事業者及び市民団体が行う男女共同参画の推
進のための活動を支援するとともに、国及び他の地方公共団体と連携して取り組むものとする。
３　市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、財政上の措置その他必要な措置を講ずる
よう努めるものとする。
　（市民の責務）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、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、
自ら男女共同参画の推進に努めなければならない。
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協力するよう努めなければならない。
　（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、積極的に男女共同参画を
推進するための職場環境の整備に努めなければならない。
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なければならない。
　（市民団体の責務）
第７条　市民団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、方針の決定、計画
の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
２　市民団体は、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なければならない。
　（性別による権利侵害の禁止等）
第８条　何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
（１）　社会のあらゆる分野における性別を理由とする権利侵害及び直接的又は間接的な差別的取扱い
（２）　社会のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方の生活環
境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをい
う。）

（３）　男女間における暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。）
　（公衆に表示する情報に関する留意）
第９条　何人も、公衆に表示する情報において、過度の性的表現、性別による固定的な役割分担意識を
助長させる表現及び男女間における暴力的行為を助長させる表現を使用しないよう努めなければなら
ない。
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第２章　男女共同参画の推進に関する基本的な施策
　（基本計画）
第10条　市長は、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、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　市長は、基本計画の策定に当たっては、広く市民の意見を反映することができるよう適切な措置を
講ずるとともに、喜多方市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
３　市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
４　前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
　（調査研究）
第11条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、男女共同参画に関する調査
及び研究を行うものとする。
　（広報活動）
第12条　市は、男女共同参画の推進に関し、市民、事業者及び市民団体の理解を深めるため、広報活動
を行うものとする。
　（男女共同参画に配慮した教育及び学習の推進）
第13条　市は、学校教育、社会教育その他の教育及び市民の学習の場において、男女共同参画の推進に
配慮した教育及び学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。
　（相談の受付等）
第14条　市は、市民が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り人権
を侵害された場合は、その相談を受け付けるものとする。
２　市は、前項の規定による相談を受け付けた場合には、関係機関と連携をとり、必要な措置を講ずる
ものとする。

第３章　喜多方市男女共同参画審議会
　（設置）
第15条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、喜多方市男女共同参
画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　（所掌事務）
第16条　審議会は、この条例の規定により定められた事項を審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共
同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策その他の重要事項を審議する。
　（組織）
第17条　審議会は、委員18人以内で組織し、男女の委員のそれぞれの数は、同数となることを原則とする。
２　委員は、市議会の議員、関係団体の代表者、学識経験を有する者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。この場合において、市長が適当と認める者のうち一部を公募することがで
きる。
３　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げないものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。
　（委任）
第18条　この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
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第４章　雑則
　（委任）
第19条　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、市長が別に定める。

附　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成18年１月４日から施行する。
　（経過措置）
２　この条例の施行前に、旧喜多方市男女共同参画推進条例（平成16年喜多方市条例第２号）の規定に
よりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
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喜多方市男女共同参画審議会規則
喜多方市規則第３号

第１条　この規則は、喜多方市男女共同参画推進条例第１８条の規定に基づき、喜多方市男女共同参画
審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
　（会長及び副会長）
第２条　審議会には、会長１人及び副会長若干名を置き、委員の互選により定める。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。
２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうちから会長
があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
　（会議）
第３条　審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期終了に伴い新たに組織された審議会の
最初に開催される会議は、市長が召集するものとする。
２　会長は、審議会の会議の議長となる。
３　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。
４　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
　（委員以外の者の意見の聴取等）
第４条　会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を
述べさせ、又は説明させることができる。
　（庶務）
第５条　審議会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
　（委任）
第６条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め
る。

附　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成18年１月４日から施行する。
　（審議会の招集の特例）
２　この規則の施行後最初に開催される審議会の会議は、第３条第１項本文の規定にかかわらず、市長
が召集する。
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（敬称略）

会津いいで農業協同組合
会津喜多方商工会議所
福島県看護協会耶麻支部
喜多方市社会福祉協議会
地域子育て支援センター
会津労働基準監督署喜多方支署
喜多方市校長会
喜多方市男女共生のつどい実行委員会 会　長
会津喜多方青年会議所
元行政改革委員

副会長しょうぶ苑施設長
喜多方市議会
公募市民
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喜多方市男女共同参画基本計画策定会議設置要綱

　（趣旨）

　（設置）
第１条　喜多方市男女共同参画推進条例（平成18年条例第5号）第１０条第１項の規定による本市の男
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。）の策定に当たり、その計画案
について検討するための庁内の機関として、喜多方市男女共同参画基本計画策定会議（以下「策定会議」
という。）を設置する。

　（組織）
第２条　策定会議は、市長、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、市民部長、産業部長、建設部長、
各総合支所長、会計管理者、教育部長、議会事務局長及び参事兼水道課長をもって組織する。

　（所掌事務）
第３条　策定会議は、次に掲げる事務を所掌する。
　（１）　基本計画及び実施計画の案の策定に関すること
　（２）　その他基本計画及び実施計画の策定に必要な事項に関すること
　（会議）
第４条　策定会議は、必要に応じて市長が招集し、市長が議長となる。
２　策定会議は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴
くことが出来る。

　（庁内連絡会議）
第５条　策定会議に庁内連絡会議を置く。
２　庁内連絡会議は、企画政策課、情報政策課、総務課、生活環境課、社会福祉課、高齢福祉課、保健課、
農林課、商工課、学校教育課、生涯学習課、各総合支所総務課の長が推薦する者及び参加希望職員を
もって組織する。
３　庁内連絡会議に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
４　庁内連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の座長となる。
５　庁内連絡会議は、策定会議に付議する事案について協議・調整する。

　（庶務）
第６条　策定会議の庶務は、企画政策課において処理する。

　（雑則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
１　この要綱は、平成19年5月1日より施行する。
２　この要綱は、基本計画が策定された日限り、その効力を失う。
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喜多方市男女共同参画基本計画策定会議名簿

職　  名 氏　名
市 長 白　井　英　男
副 市 長 斎　須　秀　行
教 育 長 鈴　木　充　正
総 合 政 策 部 長 田　中　幸　悦
総 務 部 長 長谷川　廣　一
市 民 部 長 遠　藤　　　寛
産 業 部 長 喜　古　克　広
建 設 部 長 野　口　富士夫
熱塩加納総合支所長 上　野　康　男
塩 川 総 合 支 所 長 小　林　幸　助
山 都 総 合 支 所 長 真　部　政　司
高 郷 総 合 支 所 長 齋　藤　晃　彦
会 計 管 理 者 高　澤　　　博
教 育 部 長 原　　　  稔
議 会 事 務 局 長 髙　澤　　　嶽
参 事 兼 水 道 課 長 加　藤　一　郎

 

喜多方市男女共同参画基本計画策定会議庁内連絡会議名簿

職　　　名 氏　　　名
企 画 政 策 課 原　　 利 正
ま ち づ く り 推 進 課 栗　城　由　紀
情 報 政 策 課 廣　瀬　富美雄
総 務 課 神　田　敏　男
生 活 環 境 課 遠 藤　　 剛
社 会 福 祉 課 荒　井　敏　子
高 齢 福 祉 課 荒　川　修　一
保 健 課 油　井　弘　美
農 林 課 横　山　和　也
商 工 課 大　関　倫　朗
観 光 課 佐　藤　まゆみ
学 校 教 育 課 佐　藤　健　志
生 涯 学 習 課 原　　　美枝子
熱塩加納総合支所総務課 横　澤　久美子
塩川総合支所総務課 大　堀　妙　子
山都総合支所総務課 佐　藤　美　枝
高郷総合支所総務課 高　橋　範　子
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男女共同参画社会基本法（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　22日　 同 第　160号

　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21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）　基本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）　基本積極的改善措置 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。 
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（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２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）　基本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）　基本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２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。 
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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３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
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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10分の5未満であってはならない。 
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10分
の４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（平成11年6月23日法律第78号）　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。 
　　　　（施行の日＝平成13年1月6日） 
（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）
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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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「きたかた男女共生プラン」及び実施計画策定の流れ

月　日 男女共同
参画審議会

男女共同
参画基本計画
策定会議

男女共同
参画庁内
連絡会議

市　民
ワーク
ショップ

内　　　　　容

19.5.11 第１回
男女共同参画基本計画（仮称）策定方針について
基本計画策定スケジュールについて
市民意識調査、事業所アンケートについて

5.18 第１回

喜多方市男女共同参画基本計画（仮称）策定方針に
ついて
基本計画策定スケジュールについて
市民意識調査、事業所アンケートについて

5.23 市長から喜多方市男女共同参画審議会へ基本計画及び実施計画の策定について諮問

5.23 第１回

男女共同参画基本計画（仮称）策定に係る体制及び
策定方針について
基本計画策定スケジュールについて
市民意識調査、事業所アンケートについて

6.5 男女共同参画に関する市民意識調査（１５日まで）

調査対象：市内に住所を有する２０歳以上の男女
標 本 数：１，２００人
調査方法：郵送
抽出方法：住民基本台帳に基づく無作為抽出
有効回収数：４７８（４０．０％）

6.5 男女共同参画に関する事業所アンケート（２２日まで）

調査対象：従業員３０名以上の市内民間事業所
標 本 数：７７事業所
調査方法：郵送
有効回収数：４３（５５．８％）

7.17 第２回 市民意識調査、事業所アンケート結果について
アンケート結果から見る課題について

7.19 第２回 市民意識調査、事業所アンケート結果について
アンケート結果から見る課題について

7.27 第１回

市町村における男女共同参画の推進について
～会津若松市の事例から～
講師　会津若松市男女共同参画推進条例研究会代表

　畑　洋子　氏

8.1 第２回 市民意識調査、事業所アンケート結果について
アンケート結果から見る課題について

8.19 第２回

グループワーク
Ａグループ：仕事と家庭生活を両立するためには
Ｂグループ：男女共同参画に取り組むとどんなメ
リットがあるのだろうか。

8.26 第３回 グループワークのまとめ発表会

9.28 第３回
男女共同参画基本計画の背景と基本的な考え方につ
いて
男女共同参画基本計画の基本体系について

10.5 第４回 男女共同参画基本計画の基本的な考え方及び基本体
系（修正版）基本目標Ⅰについて

10.12 第５回 基本目標Ⅰ、Ⅱについて
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「きたかた男女共生プラン」及び実施計画策定の流れ

月　日 男女共同
参画審議会

男女共同
参画基本計画
策定会議

男女共同
参画庁内
連絡会議

市　民
ワーク
ショップ

内　　　　　容

10.19 第３回

男女共同参画基本計画策定の背景と基本的な考え方
について
男女共同参画基本計画の基本目標及び体系について
基本目標Ⅰについて

10.29 第３回

男女共同参画基本計画（仮称）策定の背景と基本的
な考え方について
男女共同参画基本計画（仮称）の基本目標及び体系
について
基本計画策定の今後のスケジュールについて

11.2 第６回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅱ、Ⅲについて

11.9 第７回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅰ～Ⅳについて

11.16 第４回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅰ～Ⅲについて

11.22 第８回 男女共同参画基本計画（最終案）について

11.28 第５回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅱ～Ⅳについて

12.3 第４回 男女共同参画基本計画（仮称）目標Ⅰ～Ⅳについて

12.21 第９回 男女共同参画実施計画策定方針 (案 ) について

20.1.7 パブリック・コメントによる素案公表と意見募集（２月７日まで）

20.1.17 第１０回 男女共同参画実施計画（案）について

1.24 第６回 男女共同参画実施計画策定方針 (案 ) について
男女共同参画実施計画 (案 ) について

1.29 第５回

喜多方市男女共同参画実施計画策定方針 (案 ) につ
いて
喜多方市男女共同参画実施計画 (案 ) について
今後の会議開催スケジュールについて

2.13 第１１回
男女共同参画推進事業 (案 ) について
男女共同参画実施計画の目標値について
男女共同参画実施計画 (案 ) の事業について

2.18 第１２回

～きたかた男女共生プラン～喜多方市男女共同参画
実施計画 (案 ) について
男女共同参画実施計画～きたかた男女共生に関する
指標～について

2.26 第７回

男女共同参画実施計画 (案 ) に対する審議会の意見
と対応について
喜多方市男女共同参画実施計画 (案 ) について
「ともに創る男女（わたしたち）の社会」に向けた
指標 (案 ) について

2.29 第６回
喜多方市男女共同参画実施計画 (案 ) について
「ともに創る男女（わたしたち）の社会」に向けた
指標 (案 ) について 　　　　　　　　　

3.5 喜多方市男女共同参画審議会から市長へ基本計画及び実施計画について答申



きたかた男女共生プラン

～ともに創る男
わたしたち

女の社会をめざして～
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