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〇政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成30年法律第28号）（抜粋）［平成30年５月23日公布・施行］
（実態の調査及び情報の収集等）
第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該
取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供（次項及び第九条において「実態の調査及び情報の収集等」という。）を行うものとする。
２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等
を行うよう努めるものとする。
（啓発活動）
第六条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよ
う努めるものとする。
（環境整備）
第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うよう努める
ものとする。
（人材の育成等）
第八条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものと
する。

 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」では、
地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に向けて、
①実態の調査及び情報の収集等、②啓発活動、③環境整備、④人材の育成等を
行うよう努めることが定められています。

 この法律に基づき、地方公共団体・地方議会において取組を検討していただく
際の参考にご活用ください。
※この事例集は、地方公共団体から御紹介いただいた取組よりまとめておりますが、地方公共団体・地方議会の取組はここに掲載しているものに限りません。

はじめに
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イベントの開催①

 市民団体が男性と女性を同数公募し、「男女模擬議会」を開催。【北海道苫小牧市】

 市の人口10万人突破を記念して、「女性模擬議会」を開催（平成30年度）。【千葉県印西市】

 女性模擬議会の実施。【長野県南箕輪村、静岡県島田市、富山県南砺市、徳島県鳴門市、沖縄県
北谷町等】

女性模擬議会

 身近な市政への興味や関心を持ってもらうため、女性に市議会傍聴の機会を提供し、参加して
もらう女性の市議会傍聴ツアーを開催。【愛知県岡崎市】

議会傍聴ツアー

 男女共同参画週間に合わせ、政治分野における男女共同参画推進に関する法律
の概要や世界・日本の状況等をまとめたパネルを展示。【埼玉県日高市】

 男女共同参画週間に合わせ、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」に
おいて、パネル展示を実施（パネル内容：法律の概要、県内における議会議員
の状況（女性比率））。【三重県】

 市内の公共施設等で実施した男女共生に関するパネル展示のなかで、地方議会
の現状についての啓発パネルを展示。【秋田県秋田市】

 「男女共同参画・県議会活動パネル展」（県議会開会中に男女共同参画交流
センターが県議会活動を紹介・展示）の実施（定例会ごとに実施）。【徳島県】

パネル展 三重県作成のパネル
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 女性議員の必要性や今求められる女性活躍について考える機会とするため、「長崎の女性議員と
語ろう」と題し、長崎市と周辺の町の女性議員に、女性議員を取り巻く環境やその問題点等に
ついて話をしてもらう講座を開催。【長崎県長崎市】

 男女共同参画センターが一般県民を対象としてセミナーを実施。（有識者による講演後、「女性
の政治への参画がなぜ必要か」をテーマに討議を実施）【熊本県】

 男女共同参画センターにおいて、地域や職場のリーダー、地方公共団体の議員、審議会委員等と
して活躍したいと考えている女性を対象としたセミナーを開講（平成25年度～）。（分野ごとの
男女共同参画の状況や、プレゼンテーション能力向上に関する講座など、リーダーとして必要な
資質を学ぶことができるようカリキュラムを設定）【熊本県熊本市】

 女性のための市政参画講座をＮＰＯ法人と共催で開催。【群馬県前橋市】

 市民等を対象に女性のための政策参画セミナーを開催。【佐賀県鳥栖市】

 県民を対象として、政治分野における男女共同参画について関心と理解を深めるセミナーを実施
（県・市・短期大学による連携）。【佐賀県・佐賀県佐賀市・佐賀県唐津市】

 上越市議会女性フォーラムを開催（有識者による基調講演と議会議長・近隣市町村女性議員に
よるパネルディスカッション）。【新潟県上越市】

 男女共同参画センターにて、市長経験者（女性）による講演会を開催。【福岡県北九州市】

 政策や意思決定の場への女性の参画を促進するための人材育成講座「女性のための政策参画
講座」を実施。【福岡県久留米市】

 対象者を女性に限定した議会報告会(意見交換会)を開催（令和元年度）。【岩手県宮古市】

 「政治まるっと体験会」と題して、有識者による講演や現職女性議員との交流会を開催。【福島
県郡山市】

セミナー・講座等
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広報・啓発等

 一般県民へ向けて啓発用リーフレットを作成し、教育機関、行政
機関、関係機関・団体及び講演会参加者等へ配布。【熊本県】

リーフレット

 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の概要や内閣府男女共同参画局のＨＰの
リンクを、ホームページや広報誌に掲載。【群馬県大泉町、千葉県印西市、熊本県熊本市等】

 市民編集委員を中心として「女性議員が少ないことについてどう考えているか」をテーマに男女
共同参画情報紙「はじめよう」を作成し、市内の公共施設における配布やホームページなどで周
知。紙面において、県内各市と桐生市との女性市議の人数の比較や、桐生市民・伊勢崎市女性市
議へのインタビュー記事などを掲載。【群馬県桐生市】

 「広報おごおり」の男女共同参画の啓発記事内で、「政治分野における男女共同参画の推進に関
する法律」について紹介。【福岡県小郡市】

 県の男女共同参画推進条例に基づき作成する年次報告書において、県議会及び市町村議会の女性
議員の状況を公表。【秋田県】

 内閣府男女共同参画局の調査結果を引用して広報誌にコラム「諸外国に学ぶ政治分野への女性参
画」を掲載【茨城県守谷市】

ＨＰ・情報誌の活用

熊本県作成のリーフレット
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 議員へのアンケート結果やクオータ制に関する有識者の意見をとりまとめて公表。【神奈川県】

調査研究

参照：リンク集 12頁



 市議会議員政治倫理要綱を制定し、「議員は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、
性別等の個人の属性あるいは人格に関わる事項に関する言動によって、相手方に不利益や不快感を
与え、あるいはその尊厳を損なう行為をしてはならない」と規定。【愛媛県松山市】

 行為者に市長や議員も想定した「ハラスメントの防止等に関する指針」を整備。【東京都狛江市】

 市議会ハラスメント根絶条例を制定。【埼玉県川越市】

規定の整備

 議員を対象として、ハラスメントに関する研修を実施。【愛媛県市議会議長会】

 議員を対象として、人権、ハラスメントに関する研修を実施。研修では、外部講師を招き、「明る
く働きやすい職場・地域のためにSTOP！ハラスメント」と題して講演（今後も定期的にハラスメン
トに関する研修を実施する予定）。【大分県】

 西彼杵郡町議会正副議長会主催の議員研修会において、郡内議員に対し、セクシャルハラスメント
およびパワーハラスメントについての研修会を実施した。【長崎県西彼杵郡町議会正副議長会】

 議員を対象として、セクシュアル・ハラスメントに関する研修を実施。【福岡県嘉麻市、福岡県那
珂川市、佐賀県小城市等】

 改選に伴う議員向けの研修で人権研修（ハラスメントに関する内容を含む）を実施。【福岡県北九
州市】

研修の実施

 全議員を対象として、セクシュアル・ハラスメントに関する研修を実施す
るとともに、セクシュアル・ハラスメントに関する認識度を確認するため、
アンケートを実施し、その結果を議員に報告するなど、意識啓発を推進
（平成30年度）。【愛媛県】

佐賀県小城市セクハラ防止研修会

（出典：平成30年６月27日佐賀新聞）

ハラスメント対策
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（出典）内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（令和元年度）（原則として、平成31年4月１日現在の状況）

100％

38.3％

95.7％

48.9％
40.4%

29.8％

85.4％

34.2％ 31.4％
39.6％ 36.9%

72.3％

※ 記載の割合は、「議会会議規則等で明文規定あり」と「運用上認められている」の合計の割合

男女に開かれた議会への環境整備①

欠席規定の整備（欠席事由として認められている事由の状況）

〇標準都道府県議会会議規則
第２条 議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

〇標準市議会会議規則
第２条第２項 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

〇標準町村議会会議規則
第２条第２項 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
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２頁下

		

		下院，一院女性議員割合 カインイチインジョセイギインワリアイ												ＩＰＵ										直前の選挙の数字。（2000年以降はＩＰＵが12月末現在で公表している数字、ただし、12月末時点のデータがない場合はその直前） チョクゼンセンキョスウジネンイコウガツマツゲンザイコウヒョウスウジガツマツジテンバアイチョクゼン

																																																																																				12月末 ガツマツ										2015.12.1		2016.12.1		2017.12.1		2018.6.1

				1970										1975										1980										1985										1990										1995										2000										2005										2010										2015		2016		2017		2018

		スウェーデン		14.0										21.4										27.8										31.5										38.4										40.4										42.7										45.3										45.0										43.6		43.6		43.6		43.6

		ノルウェー		9.3										15.5										23.9										34.4										35.8										39.4										36.4										37.9										39.6										39.6		39.6		41.4		41.4

		ドイツ		6.6										5.8										8.5										9.8

		ドイツ																																										20.5										26.2										30.9										31.8										32.8										36.5		36.5		30.7		30.7

		オーストラリア		0.0										0.0										2.4										5.4										6.8										9.5										23.0										24.7										24.7

		シンガポール		1.7										0.0										0.0										3.8										4.9										3.7										4.3										16.0										23.4

		イギリス		4.1										4.3										3.0										3.5										6.3										9.5										18.4										19.7										22.0										29.4		29.6		32.0		32.0

		フランス		2.1										2.7										4.3										7.1										6.9										6.4										10.9										12.2										18.9										26.2		26.2		39.0		39.0

		アメリカ		2.3										3.7										3.7										5.0										6.4										10.9										12.9										15.2										16.8										19.4		19.2		19.4		19.5

		フィリピン		2.8										2.8										5.5										5.6										9.1										8.8										11.3										15.3										22.1

		韓国 カンコク		1.7										5.5										3.5										2.9										2.0										2.0										5.9										13.4										14.7										16.3		17.0		17.0		17.0

		日本 ニホン		1.6										1.4										2.2										1.6										2.3										2.7										7.3										9.0										11.3										9.5		9.3		10.1		10.1

		マレーシア		2.1										3.2										4.5										5.2										6.1										7.8										10.4										9.1										9.9

				第1‐特‐2図　我が国と諸外国の国会議員に占める女性割合の推移 ダイ－トクーズショガイコクコッカイギインシジョセイワリアイスイイ

				（備考） ビコウ										１．IPU資料より作成。 シリョウサクセイ

														２．一院制又は下院における女性議員割合。 イチインセイマタカインジョセイギインワリアイ

														３．ドイツは1985年までは，西ドイツの数字。 ネンニシスウジ





２頁下

		



（％）

（年）

スウェーデン

ノルウェー

ドイツ

フランス

イギリス

アメリカ

韓国

日本



２頁上・左

		

				男性議員比率 ダンセイギインヒリツ		女性議員比率 ジョセイギインヒリツ

		(参考）参議院(S22) サンコウサンギイン		96.00		4.0

		(参考）参議院(S61) サンコウサンギイン		91.30		8.7

		参議院(H30) サンギイン		79.3		20.7

		（参考）衆議院(S21) サンコウシュウギイン		91.6		8.4

		（参考）衆議院(S61) サンコウシュウギイン		98.6		1.4

		衆議院(H30) シュウギイン		89.9		10.1





２頁上・左

		



参議院(H30)



2頁上・右

		



衆議院(H30)



３頁上・右

		

						参議院・候補者 サンギイン		参議院・当選者 サンギイン		衆議院・候補者 シュウギイン		衆議院・当選者 シュウギイン

		選挙期日		選挙期日		参議院・候補者 サンギイン		参議院・当選者 サンギイン		衆議院・候補者 シュウギイン		衆議院・当選者 シュウギイン

		昭和21年４月		昭和21年４月						2.9		8.4

		22年４月				3.3		4.0		5.3		3.2

		24年１月								3.2		2.6

		25年６月				4.3		3.8

		27年10月								1.9		1.9

		28年４月				6.3		7.8		2.1		1.9

		30年２月								2.3		1.7

		31年７月				5.0		3.9

		33年５月								2.0		2.4

		34年６月				5.5		6.3

		35年11月								2.2		1.5

		37年７月				4.6		6.3

		38年11月								2.0		1.5

		40年７月		昭和40年 ショウワ		3.9		7.1

		42年１月								1.6		1.4

		43年７月				3.6		4.0

		44年12月								2.2		1.6

		46年６月				4.9		6.4

		47年12月								2.2		1.4

		49年７月				5.2		6.2

		51年12月								2.8		1.2

		52年７月				11.3		6.3

		54年10月								2.6		2.2

		55年６月				6.3		7.1		3.4		1.8

		58年６月				12.8		7.9

		58年12月								3.3		1.6

		昭和61年７月 ショウワ				16.2		7.9		4.2		1.4

		平成元年７月		平成元年		21.8		17.5

		平成２年２月								6.9		2.3

		４年７月				19.2		10.3

		５年７月								7.3		2.7

		７年７月				21.9		16.7

		８年10月								10.2		4.6

		平成10年７月 ヘイセイ				23.2		15.9

		12年６月								14.4		7.3

		13年７月 ネンガツ				27.6		14.9

		15年11月 トシツキ								12.9		7.1

		16年７月 ネンガツ				20.6		12.4

		17年９月 ネンガツ								13.0		9.0

		19年７月 ネンガツ				24.1		21.5

		21年８月 ネンガツ								16.7		11.3

		22年７月				22.9		14.0

		24年12月 ガツ								15.0		7.9

		25年７月				24.2		18.2

		26年12月 ネンガツ								16.6		9.5

		28年７月				24.7		23.1

		29年10月 ネンガツ		平成29年10月 ヘイセイネンガツ						17.7		10.1





３頁上・右

		



参議院・当選者

衆議院・当選者



３頁下・左

		

				女性議員比率 ジョセイギインヒリツ		総議員数 ソウギインスウ		女性議員数 ジョセイギインスウ		女性議員が一人もいない団体の割合 ジョセイギインヒトリダンタイワリアイ		総団体数 ソウダンタイスウ		女性議員が一人もいない団体数 ジョセイギインヒトリダンタイスウ

		都道府県 トドウフケン		10.1%		2,614		264		0.0%		47		0

		市区町村 シクチョウソン		13.1%		30,101		3,947		20.0%		1,741		349

		うち市区 シク		14.9%		19,103		2,855		5.3%		814		43

		うち町村 チョウソン		9.9%		10,998		1,092		33.0%		927		306

				女性議員比率 ジョセイギインヒリツ		女性議員ゼロの団体の割合 ジョセイギインダンタイワリアイ

		都道府県議会 トドウフケンギカイ		10.1%		0.0

		市区町村 シクチョウソン		13.1%		20.0%

		市区議会 シクギカイ		14.9%		5.3%

		町村議会 チョウソンギカイ		9.9%		33.0%





３頁下・左

		



女性議員比率

女性議員ゼロの団体の割合



				会議規則における欠席規定 カイギキソクケッセキキテイ

		仕事と生活の調和の推進体制

				欠席事由 ケッセキジユウ		明文規定あり メイブンキテイ		運用上認められている ウンヨウジョウミト		明文規定あり メイブンキテイ		運用上認められている ウンヨウジョウミト		有効回答数 ユウコウカイトウスウ

		都道府県議会 トドウフケンギカイ		出産（本人） シュッサンホンニン		100.0%		0.0%		47		0		47

				疾病（本人） シッペイホンニン		95.7%		0.0%		45		0		47

				出産（配偶者） シュッサンハイグウシャ		14.9%		23.4%		7		11		47

				家族の看護 カゾクカンゴ		14.9%		34.0%		7		16		47

				家族の介護 カゾクカイゴ		14.9%		25.5%		7		12		47

				育児 イクジ		8.5%		21.3%		4		10		47

		市区町村議会 シクチョウソンギカイ		出産（本人） シュッサンホンニン		80.9%		4.4%		1409		77		1741

				疾病（本人） シッペイホンニン		11.8%		60.5%		205		1,054		1741

				出産（配偶者） シュッサンハイグウシャ		3.4%		30.8%		60		536		1741

				家族の看護 カゾクカンゴ		3.0%		36.6%		52		638		1741

				家族の介護 カゾクカイゴ		2.8%		34.1%		49		593		1741

				育児 イクジ		2.0%		29.5%		34		513		1741

								明文化及び運用上の合計 メイブンカオヨウンヨウジョウゴウケイ

				都道府県議会 トドウフケンギカイ		出産 シュッサン		100.0%

						配偶者の出産 ハイグウシャシュッサン		38.3%

						疾病 シッペイ		95.7%

						家族の看護 カゾクカンゴ		48.9%

						家族の介護 カゾクカイゴ		40.4%

						育児 イクジ		29.8%

				市区町村議会 シクチョウソンギカイ		出産 シュッサン		85.4%		1385		87		1735

						配偶者の出産 ハイグウシャシュッサン		34.2%		44		553		1734

						疾病 シッペイ		72.3%		137		779		1735

						家族の看護 カゾクカンゴ		39.6%		24		586		1734

						家族の介護 カゾクカイゴ		36.9%		22		572		1734

						育児 イクジ		31.4%		12		536		1734

								規定ありの議会		運用上は認めている

						配偶者の出産		60		536		34.2

						育児 イクジ		34		513		31.4

						家族の看護 カゾクカンゴ		52		638		39.6

						家族の介護 カゾクカイゴ		49		593		36.9

						疾病 シッペイ		205		1,054		72.3

						その他 タ		150		416		32.5

								P		R





		



明文規定あり

運用上認められている





 妊娠中の女性議員に対し、一般質問の再質問や討論を着席したまま行うことを認める。【京都府大
山崎町】

 議会基本条例に「議会は障がいのある議員及び妊娠中の議員に対し、本人の意思を尊重し、円滑な
議会活動のための配慮をしなければならない」と明記し、男女共同参画を考慮し、議会活動を促進
するため条例を改正（平成30年）。【島根県浜田市】

 育児により、宿泊を伴う行政調査への参加が困難な場合の対応として、２日間の視察日程のうち、
１日であれば参加が可能な場合には、日帰りでの参加を認めた事例あり。【愛知県尾張旭市】

 視察の際、自費でベビーシッターを確保し、子ども・ベビーシッターの宿泊・交通費等も賄う等の
対応をとれば、子どもを⼀緒に連れての移動や宿泊等を認める（調査の同伴は不可）。また、議員

研修会や議員連盟等の会議にも子どもの同伴出席を認める。【東京都足立区】

妊娠・子育て中の議員への配慮

施設の整備

 ほとんど使われていなかった議員談話室を育児室に改装。幼い子どもがいる議員が子ども同伴で登
庁することを認め、議会活動の合間での授乳や、子どもと面倒を見る家族らが待機するために利用
可能。【青森県八戸市】

 出産後の女性議員に対し、委員会等の休憩中の授乳場所として空いている委員会室の使用を認める。
【京都府大山崎町】

 議員・傍聴者のために子どもの保育や授乳・搾乳を行えるよう、議会棟の１室を託児室として活用。
【鳥取県】

※ 上記のほかにも、議員や傍聴者の利用できる授乳・搾乳用のスペース、男女の更衣室、おむつ交
換台・ベビーベッド等を整備している地方公共団体・地方議会がある。

男女に開かれた議会への環境整備②

8

参照：リンク集 13頁



男女に開かれた議会への環境整備③

 議会モニター制度を本格導入する際、議会モニターが男性多数または女性多数に偏らないよう、
男性女性ともに６名ずつとした。（令和元年度）【群馬県桐生市】

 議会モニターの団体枠にて女性を推薦してもらえるよう促している。【静岡県富士市】

議会モニターに係る取組

 本会議・委員会・議会報告会の傍聴人・参加者のために、託児所を整備（保育サービス事業者や
ＮＰＯ法人に委託して託児サービスを実施している例や県庁内保育所の一時保育を利用する例もあ
り）。【福島県、東京都、京都府、神奈川県、徳島県、福岡県筑後市等】

 乳幼児連れの方などを対象とした防音仕様で、ベビーシートやおもちゃを備えるなどした、特別
傍聴室や親子傍聴席を設置。【兵庫県、福岡県北九州市】

 本会議について、子育て世代にも気軽に傍聴してもらえるよう、傍聴手続きの簡略化や、児童・
乳幼児を連れての傍聴もできるように規則の変更を行った。【群馬県太田市】

 誰もがより傍聴しやすい環境を提供するため、それまで傍聴規則で規定していた、児童及び乳幼児
が傍聴席へ入ることが出来ない旨を記した記述を削除。【岐阜県、北海道北見市】

傍聴者への配慮

通称・旧姓使用

 改姓後も政治・議員活動に支障等をきたさないよう「富山県議会議員旧姓使用取扱要綱」を策定
（議長の承認を得れば一部例外的な場合を除き旧姓を使用することができる）。【富山県等】

9

［参考］議長会の対応

令和２年３月10日～13日に、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会より、地方議会議長等に対して、
国会や一部地方議会において通称・旧姓の使用が認められていることなどを踏まえ、地方議会議員の通称・旧姓使用について、
適切に対応、あるいは格別の配慮をするよう通知が発出されている。
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議会における男女共同参画の推進に関する検討・理解の促進

 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の成立を受け、新潟市議会として本法律の
推進を図るため、専門家を招いて研修会を開催（新潟市議会男女共同参画推進議員連盟の主催）。
【新潟県新潟市】

 桐生市議会と桐生市婦人団体連絡協議会との「まちづくり討論会」を実施。【群馬県桐生市】

 県議会で「人材育成、子ども・若者支援、女性支援」を調査・審議する特別委員会を設置し、「女
性が活躍できる環境づくり」等について政策提言に結び付けている。また特別委員会の審議をより
充実したものとするため「女性活躍推進」等をテーマとした研修会を開催している。【山形県】

 年２回人権研修を実施しているなかで、平成30年度は、６月に「子どもの人権」をテーマに虐待や
ＤＶ、いじめ、性、ジェンダーなどについて研修した。12月には、男女共同参画について研修した。
【広島県世羅町】

 役場職員向けの研修に議員も参加。【栃木県野木町】

 男女共同参画講演会への参加を積極的に呼びかけ、多くの議員が参加。【福岡県大刀洗町】

男女共同参画・女性活躍に関する研修等

 女性議員による議会改革特別委員会を設置して、女性が議員として参画しやすくなるよう議会改革
を検討・推進。（議会の欠席事由の拡充。乳幼児を連れての傍聴自由化。議会棟に育児や授乳がで
きるスペースを割り当てたり、小児が利用しやすいトイレの改修の実施。誰もが政治参画しやすく
なるよう法整備を求める意見書等の国への提出等）【茨城県取手市】

 平成30年度に女性議員９名により、議長の諮問機関として｢出産、育児、介護等検討会」を立ち上
げ検討を行い、令和元年５月に議長に答申（欠席規定、傍聴規則の改正等）。【千葉県柏市】

 正副議長と女性議員との意見交換を実施。【三重県四日市市】

女性議員中心の検討・提案等
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参考１：市町村女性参画状況見える化マップ（内閣府）

市町村別に①市町村議会議員に占める女性の割合、②市町村長又は副市町村長の女性の有無、
③市町村議会における出産に伴う欠席規定の有無、④地方議会における女性が活躍しやすい環境整備
の状況（保育施設等・授乳室等の整備状況、セクシュアル・ハラスメント防止研修の実施状況）の状況を見える化

＜「市町村議会における出産に伴う欠席規定の有無」の青森県を選択した場合＞

URL：http://wwwa.cao.go.jp/shichoson_map

＜各市町村を選択した場合の表示例＞
欠席事由 規定状況 欠席事由 規定状況
出産 ◎ 家族の看護 ○

配偶者の出産 ○ 家族の介護 ○
育児 ○ 疾病 ○

◎：明文規定がある ○：明文規定はないが、運用上認めている
×：その他 -：公表なし・データなし

※上記のほか、公務員の管理職及び係長相当職に占める女性の割合、男性公務員の育児休業取得率、審議会及び市町村防災会議委員に占める女性の割合並びに自
治会長に占める女性の割合も見える化）

市区町村別の詳細は、
「市町村女性参画状況
見える化マップ」で検索
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参考２：リンク集①

■ 地方公共団体・地方議会における取組

 女性模擬議会
・千葉県印西市（http://www.city.inzai.lg.jp/0000008040.html）
・静岡県島田市（https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/jyoseigikai.html）
・長野県南箕輪村（https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/site/gikai/list28-266.html）
・富山県南砺市（https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/site/gikai/list28-266.html）
・徳島県鳴門市（https://www.city.naruto.tokushima.jp/gikai/zyoseigikai.html）
・沖縄県北谷町（https://www.chatan.jp/chogikai/joseigikai.html）

 議会傍聴ツアー
・愛知県岡崎市（https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1556/1717/p023579.html）

 セミナー・講座
・熊本市男女共同参画センター はあもにい（http://harmony-mimoza.org/kouza_seminar/）
・群馬県前橋市（https://www.city.maebashi.gunma.jp/bunka_sports_kanko/4/3/22583.html）
・佐賀県鳥栖市（https://www.city.tosu.lg.jp/6483.htm）
・佐賀県唐津市（https://www.city.karatsu.lg.jp/danjo-kyoudou/event/2019seijisankaku.html）
・佐賀県立男女共同参画センター アバンセ（https://www.avance.or.jp/danjyo/_1423/_4202/_4262/_4556.html）
・新潟県上越市（https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/gikai/jouetusigikai-joseiforamu.html）
・福岡県久留米市（https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2070jinken/3025danjoevent/2019-0627-1638-254.html）
・福島県郡山市（https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/jinken_danjokyodosankaku/jyoseikatsuyaku/seiji/22323.html）

 ＨＰ・情報誌の活用
・群馬県大泉町（https://www.town.oizumi.gunma.jp/01soshiki/02kikaku/03kokusai/1538631827-19.html）
・熊本県熊本市（http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=22523&e_id=9）
・千葉県印西市（http://www.city.inzai.lg.jp/0000009937.html）
・群馬県桐生市（http://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/309/hajimeyou_20.pdf）
・福岡県小郡市（https://www.city.ogori.fukuoka.jp/download_file/18651/0）
・秋田県（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/46624）
・茨城県守谷市（http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/web/h31/191010.html）

 調査研究
・神奈川県（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/p1022979.html）

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/p1106429.html） 12
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https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2070jinken/3025danjoevent/2019-0627-1638-254.html
https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/jinken_danjokyodosankaku/jyoseikatsuyaku/seiji/22323.html
https://www.town.oizumi.gunma.jp/01soshiki/02kikaku/03kokusai/1538631827-19.html
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=22523&e_id=9
http://www.city.inzai.lg.jp/0000009937.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/309/hajimeyou_20.pdf
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/download_file/18651/0
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/46624
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/web/h31/191010.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/p1022979.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/p1106429.html


参考２：リンク集②

■ 地方公共団体・地方議会における取組（続き）

 ハラスメント対策（規定の整備）
・東京都狛江市（https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,19257,c,html/19257/shishin12.pdf）

 妊娠・子育て中の議員への配慮
・東京都足立区（https://www.gikai-adachi.jp/gikaikaikaku2.asp）

 傍聴人への配慮
・福島県（https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/gikai/boutyou-takuji.html）
・東京都（https://www.gikai.metro.tokyo.jp/outline/audience.html）
・京都府（http://www.pref.kyoto.jp/gikai/html/osirase/takuji.html）
・神奈川県（http://www.pref.kanagawa.jp/gikai/p80217.html）
・福岡県北九州市（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/sigikai/file_0061.html）
・群馬県太田市（https://www.city.ota.gunma.jp/240sigikai/disclose/boutyou.html）

 女性議員中心の検討・提案等
・茨城県取手市
（https://www.city.toride.ibaraki.jp/gikai/shise/shicho/shigikai/topics/jyoseigiinnikennkoukannkai.html）

・千葉県柏市（http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/222000/p051112.html）

■ 総務省ホームページ
 地方議会（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihogikai.html）

 選挙関連資料（https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/index.html）

■ 内閣府男女共同参画局ホームページ
 「政治分野における男女共同参画」ページ（http://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/index.html）

 市町村女性参画状況見える化マップ（http://wwwa.cao.go.jp/shichoson_map/）
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