
他都道府県の男女共同参画推進条例策定状況

○ハラスメント禁止について、マタハラ、パタハラの名称を挙げている都道府県はない。なお、27府県は、事業者の責務の中で、育児、介護休業の順守や、職業生活と家庭生活との両立が可能な就業環境の整備等を定めている。

○事業者に対し、男女共同参画の推進に関する事項に関する届出を義務付けているのは神奈川県のみ。男女共同参画等の実態把握調査等への協力や報告等を求めることが"できる"ことを定めているのは24都道府県。

○性的指向（自己の恋愛又ば性愛の対象となる性別についての指向）及び性自認（自己の性別についての認識）を理由とする不当な差別的取扱いを禁止しているのは茨城県のみ。

①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
1 北海道男女平等

参画推進条例
H13.3.30 －（H21.3.31） （性別による権利侵害の禁止）

第７条　何人も、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、性別を理
由として直接的にも間接的にも差別的な取扱いをしてはならない。
２　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、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、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、男女平等参画
を阻害する暴力的行為（精神的に著しく苦痛を与える行為を含む。）を行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、事業活動を行うに当たり、基本理念にのっとり、男女平等参画の推進に
自ら積極的に取り組むとともに、道が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力す
る責務を有する。

　（事業者への協力の依頼）
第12条　知事は、必要があると認める場合には、事業者に対し、雇用その他の事業活動に
おける男女平等参画の実態を把握するための調査について、協力を求めることができる。

2 青森県男女共同
参画推進条例

H13.7.4 － （性別による権利侵害の防止等）
第12条　県は、セクシュアル・ハラスメント、夫婦・男女間の暴力等の防止に努めるとともに、こ
れらの被害を受けた者に対し、必要な支援措置を講ずるよう努めるものとする。

（事業者の責務）
第５条　事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し、男女共同参画社会の形成に
寄与するよう努めるとともに、県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。

3 岩手県男女共同
参画推進条例

H14.10.9 － （性別による人権侵害の禁止）
第７条　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、性別による差
別的取扱い、男女間における暴力的行為又はセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により
相手方の生活環境を害し、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。）を行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会
及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立させ
ることができるよう就労環境の整備に努めなければならない。
２　事業者は、県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。

4 宮城県男女共同
参画推進条例

H13.7.5 －（H15.4.1） （性別による権利侵害の禁止）
第11条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、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、あらゆる場において、つきまとい等及びストーカー行為（ストーカー行為等の規制
等に関する法律（平成十二年法律第八十一号）第二条第一項に規定するつきまとい等及び
同条第二項に規定するストーカー行為をいう。）を行ってはならない。
４　何人も、あらゆる場において、男女間における暴力的行為を行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画
の推進に自ら積極的に取り組み、男女が共同して事業活動に参画することができる体制及
び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができ
る職場環境を整備するよう努めるものとする。
２　事業者は、県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るものと
する。

5 秋田県男女共同
参画推進条例

H14.3.29 － (性別による人権侵害の禁止)
第16条　何人も、いかなる場合においても、配偶者間その他の男女間において暴力行為又
は精神的に著しい苦痛を与える行為をしてはならない。
２　何人も、いかなる場合においても、性的嫌がらせ(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り不利益を与えることをいう。)をして
はならない。

(事業者の責務)
第５条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本指針を尊重し、当該事業者に雇
用される男女が能力を十分に発揮できる環境の整備に積極的に取り組むとともに、県の施
策に協力するように努めなければならない。

6 山形県男女共同
参画推進条例

H14.7.2 － （性別による権利侵害に関する配慮）
第７条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント
（性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害する行為又ぱ性的な言動を受けた
者の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。）及び配偶者（婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含訂。）に対する身体的又は精神的な苦痛
を与える暴力的行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動における男女の均等な機会の確保
（積極的改善措置を含む。）、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動
とを両立して行うことができるような就業環境の整備その他の事業活動における男女共同参
画の推進に努めるものとする。
２　事業者は、県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るものと
する。

（事業者の調査協力）
第15条　知事は、男女共同参画の推進に関する施策の推進のために必要があると認めると
きは、事業者に対し、男女の就業状況その他男女共同参画の推進に係る取組状況を把握
するための調査について協力を求めることができる。

7 福島県男女平等
を実現し男女が個
人として尊重され
る社会を形成する
ための男女共同
参画の推進に関
する条例

H14.3.26 － （性別による人権侵害の禁止）
第７条　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のいかなる場所においても、直接的
であるか間接的であるかを問わず、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のいかなる場所においても、男女間にお
ける暴力的行為（精神的な苦痛を著しく与える行為を含む。以下同じ。）を行ってはならな
い。
３　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のいかなる場所においても、セクシュアル・
ハラスメント（性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えること又は性的
な言動により相手方の生活環境を害することをいう。）を行ってはならない。

（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
共同参画の推進に努めなければならない。
２　事業者は、男女が共に職場における活動と家庭等における活動を両立することができる
よう職場環境の整備に努めなければならない。
３　事業者は、県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。

（報告の徴収等）
第19条　知事は、男女共同参画を推進するために必要があると認めるときは、事業者に対し
て男女共同参画の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

条例の内容
No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

参考資料２
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①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
条例の内容

No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

8 茨城県男女共同
参画推進条例

H13.3.28 【H31.4.1改正】性的指向や性自認を理由とする差別的取
扱いを行ってはならない、また、性的指向及び性自認を理
由とする差別的取扱いの解消を図るため、県は情報提供・
啓発等必要な施策を講じる規定を追加。
〔改正理由〕新たな茨城県総合計画の策定に伴い、人権
を尊重し、多様性を認め合う社会を推進するための施策
に、今後継続的に取り組もうとするため。

（性別による権利侵害の禁止）
第19条　（第１、２項は略。①欄参照）
３　何人も、性的指向（自己の恋愛又ば性愛の対象となる
性別についての指向のことをいう。以下同じ。）及び性自
認（自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。）
を理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならない。

（情報提供等）
第20条　県は、セクシャル・ハラスメント及び配偶者等に対
する暴力的行為の防止並びに性的指向及び性自認を理
由とする不当な差別的扱いの解消を図るため，必要な情
報の提供，啓発及び相談体制の整備を行うものとする。

（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。以下同じ。）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。
（以下略。第３項は左欄参照）

（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。

9 栃木県男女共同
参画推進条例

H14.12.27 － （性別による権利侵害の禁止）
第20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をしてはならない。
２　何人も、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、男女間の暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。次条にお
いて同じ。）を行ってはならない。
４　前三項に定めるもののほか、何人も、性別により権利を侵害する行為を行ってはならな
い。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画
の推進に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協
力するように努めなければならない。

（事業者が行う活動への支援等）
第12条　県は、事業者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、情報提
供、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　知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、雇用その他の事業活動における男女
共同参画の状況等について報告を求めることができる。
３　知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況等について、必要に応じ公表
することができる。

10 群馬県男女共同
参画推進条例

H16.3.24 － （性別による権利侵害の禁止）
第17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をしてはならない。
２　何人も、異性に対する暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。以下
同じ。）を行ってはならない。
３　何人も、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行為又
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行為をいう。）を行っ
てはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動に関し、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。

（男女共同参画推進員の設置等）
第15条　事業者は、事業活動における男女共同参画を推進するため、男女共同参画の推
進に係る普及啓発その他の活動を行う者（以下「男女共同参画推進員」という。）を置くよう努
めるものとする。
２　県は、男女共同参画推進員の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

（報告）
第16条　県は、事業者に対し、この条例の施行に必要な限度において、男女共同参画の推
進の状況について、報告を求めることができる。

11 埼玉県男女共同
参画推進条例

H12.3.24 － （性別による権利侵害の禁止）
第７条　何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、女性に対する暴力を行ってはな
らない。
２　何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはな
らない。

（事業者の責務）
第５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、男女が共同して
参画することができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、県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に努めなければならない。

12 千葉県
※条例策定無し

13 東京都男女平等
参画基本条例

H12.3.31 － 第14条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、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　家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的
行為は、これを行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。
２　事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

（雇用の分野における男女平等参画の促進）
第13条　事業者は、雇用の分野において、男女平等参画を促進する責務を有する。
２　知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者に対し、雇用の分野における
男女の参画状況について報告を求めることができる。
３　知事は、前項の報告により把握した男女の参画状況について公表するものとする。
４　知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、助言等を行うことができる。
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①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
条例の内容

No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

14 神奈川県男女共
同参画推進条例

H14.3.29 （【H22.8.3改定】５年ごとに施行状況の見直しを行うことを
附則に記載）

（セクシュアル・ハラスメントの禁止等）
第８条　何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
２　事業者は、事業活動を行うに当たり、その使用する者が当該事業の執行に際し、第三者
に対しセクシュアル・ハラスメントを行わないよう必要な配慮に努めなければならない。

（事業者の責務）
第５条　事業者は、条例の理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参
画の推進を図るものとする。
２　事業者は、県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。

（男女共同参画の推進に関する届出等）
第10条　常時使用する従業員の数が規則で定める数の規模の事業所を県内に有する事業
者は、毎年、当該事業所における男女共同参画の推進に関し、次に掲げる事項を知事に届
け出なければならない。ただし、規則で定める事業所については、この限りでない。
(1)事業者の名称及び代表者並びに所在地
(2)事業所の名称及び所在地並びに主たる業種
(3)常時使用する従業員の数及びその男女別の数
（以下略）
２　知事は、前項の規定による届出をしていない事業者に対し、届出を行うべきことを勧告
することができる。

（報告の徴収）
第11条　知事は、この条例の施行に必要な限度において、前条第１項の規定により届出が
あった事業者から必要な報告を求めることができる。

（指導及び勧告）
第12条　知事は、第10条第１項の規定により事業者から届出があった事業所のうち、相当
の理由がないにもかかわらず、男女共同参画の推進の状況が著しく不良であると認めら
れ、かつ、相当の期間を経過しても改善が認められないものがあるときは、当該事業所を有
する事業者に対し、改善に関する指導又は勧告をすることができる。

15 新潟県男女平等
社会の形成の推
進に関する条例

H14.3.28 － (差別的取扱いの禁止等)
第７条　何人も、社会のあらゆる分野において、性別を理由とする差別的な取扱いを行って
はならない。
２　何人も、社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により相手
方の生活環境を害し、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。)を行ってはならない。
３　何人も、配偶者等及び配偶者等であった者に対し、暴力その他の心身に有害な影響を
及ぼす言動を行ってはならない。

(事業者の責務)
第６条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、自ら積極的に男女平等社会
の形成に寄与するよう努めなければならない。
２　事業者は、県が実施する男女平等社会の形成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。

(報告の徴収等)
第20条　知事は、事業者に対し、男女平等社会の形成の推進に関し必要な事項について報
告を求めることができる。
２　知事は、前項の報告を取りまとめ、公表することができる。

16 富山県男女共同
参画推進条例

H13.3.26 － (男女の人権侵害の防止)
第12条　何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差
別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応によって不利益
を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)、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。)その他の行為により男女の
人権を損なうことのないようにしなければならない。

(事業者の責務)
第11条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、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、県が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

17 石川県男女共同
参画推進条例

H13.10.12 － (性別による権利侵害の禁止)
第７条　何人も、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、性別による
差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント(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、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)、男女間
における暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を著しく与える行為をいう。)その他の行為によ
り男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。

(事業者の責務)
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、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、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、職
業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職
場環境を整備するよう努めなければならない。
３　事業者は、県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。

(報告の徴収等)
第12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、第一項の報告に基づき、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。

18 福井県男女共同
参画推進条例

H14.10.11 － （性別による権利侵害の禁止）
第７条　何人も、性別を理由とするあらゆる差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、性的な言動により相手方の生活環境を害する行為および性的な言動に対する相
手方の対応によりその者に不利益を与える行為をしてはならない。
３　何人も、配偶者その他の男女間における暴力行為（精神的に苦痛を与える行為を含む。
第15条（配偶者その他の男女間における暴力行為の根絶）において同じ。）をしてはならな
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、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、男女が共に職場における活動と家庭等における活動とを両立することができ
るよう、職場環境の整備に努めなければならない。
３　事業者は、県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。

（調査研究等）
第22条　県は、男女共同参画に関する施策を効果的に推進するため、男女共同参画に関
する情報の収集および分析ならびに調査研究を行うものとする。
２　県は、必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業活動における男女共同参画の
状況に関する調査について協力を求めることができる。
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①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
条例の内容

No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

19 山梨県男女共同
参画推進条例

H14.3.28 － (男女の人権の尊重)
第３条　男女共同参画の推進は、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、男女の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重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。

(事業者の責務)
第10条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、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等における活動とを両立して行うことができる職場環境の整備そ
の他の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、県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。

(調査研究)
第19条　県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調
査研究を行うものとする。
2 知事は、必要があると認める場合は、県民及び事業者に対し、男女共同参画の状況に関
する調査について協力を求めることができる。

20 長野県男女共同
参画社会づくり条
例

H14.12.26 －（H19.7.17） （性別による差別的取扱いの禁止等）
第12条　何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、直接的であるか間接的であるか
を問わず、性別を理由として差別的な取扱いをしてはならない。
２　何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、男女間における身体的又は精神的な
苦痛を与える暴力的行為をしてはならない。
３　何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セクシュアルハラスメント（性的な言動
により個人の生活環境を害する行為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
益を与える行為をいう。第25条第１項第３号（県の職場環境づくり）において同じ。）を行って
はならない。

（事業者の責務）
第11条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業活動に参画することがで
きる体制及び職業生活における活動と家庭生活その他の活動とを両立して行うことができる
職場環境を整備するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関
する施策に協力するよう努めなければならない。

（調査研究の推進）
第22条　県は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の策定及び実施に必要な調
査研究を推進するよう努めるものとする。
２　知事は、前項の調査研究において必要があると認める場合は、事業者の協力を得た上で
その事業活動における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。

21 岐阜県男女が平
等に人として尊重
される男女共同参
画社会づくり条例

H15.10.9 － 第８条　県民は、性的な言葉または行為により相手に不快や苦痛を与えることおよび性的な
言葉または行為を受けた相手が反発したりした場合にその人に不利益を与えること（「セク
シュアル・ハラスメント」といいます。）を行ってはなりません。
２　県民は、配偶者など身近な関係にある人に暴力などにより体または心に苦痛を与える行
為（「ドメスティック・パイオレンス」といいます。〉などの男女間における暴力行為を行ってはな
りません。
３　県民は、性別による不当な差別的取扱いを行ってはなりません。

（事業者その他の団体の役割）
第６条　事業者その他の団体は、基本的な考え方を十分に理解し、その活動の中で男女共
同参画を進めるよう努めるものとします。
２　事業者その他の団体は、県が行う男女共同参画を進めるための施策の実施に協力する
よう努めるものとします。

(事業者への協力依頸）
第15条　知事は、事業者に対し、その事業活動における男女共同参画の状況を知るための
調査について、協力を求めることができます。

22 静岡県男女共同
参画推進条例

H13.7.24 －（H19.3.20） （県民の責務）
第４条　県民は、性別による差別的取扱いをしないこと、男女の固定的な役割分担意識に基
づく制度及び慣行を見直すことその他の取組により男女共同参画を推進するとともに、県が
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。
２　県民は、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方を不快に
させその者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りその者に
不利益を与えることをいう。以下同じ。）を根絶するよう努めなければならない。
３　県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、男女間の暴力及びセクシュア
ル・ハラスメントを助長する表現を用いないことを旨としなければならない。

（民間の団体の責務）
第５条 民間の団体（事業者を含む。以下同じ。）は、前条に規定するもののほか、次に掲げ
る事項を行うよう努めなければならない。（以下略。右欄参照）

（民間の団体の責務）
第５条 民間の団体（事業者を含む。以下同じ。）は、前条に規定するもののほか、次に掲げ
る事項を行うよう努めなければならない。
(1) 当該団体における方針の決定過程に男女が共同して参画する機会を確保すること（積極
的格差改善措置を含む。）。
(2) 当該団体を構成する男女が、当該団体における活動と家庭生活その他の分野における
活動とを両立して行うことができるよう配慮すること。

（民間の団体の協力）
第12条　知事は、男女共同参画の推進に関し必要があると認めるときは、民間の団体に対
し、男女共同参画に関する取組状況について資料の提出その他の協力を求めることができ
る。

23 愛知県男女共同
参画推進条例

H14.3.26 － （男女共同参画を阻害する行為の禁止）
第７条　何人も、次に揚げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。
　一　性別による差別的取扱い
　二　セクシュアル・ハラスメント（性的な言動によりその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に対する個
人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。）
　三　男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

（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、男女共同参画
の推進に自ら積極的に取り組むとともに、県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。

24 三重県男女共同
参画推進条例

H12.10.13 －（H17.10.21） （県民の責務）
第５条　県民は、男女の性別による差別的な取扱いを排除するとともに、固定的な役割分担
意識に基づく制度及び慣行を改善するよう努めなければならない。
２　県民は、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めな
ければならない。
３　県民は、県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、男女が、職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるととも
に、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことがで
きる職場環境を整備するよう努めなければならない。
２　事業者は、事業活動において、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めなければ
ならない。
３　事業者は、県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。

25 滋賀県男女共同
参画推進条例

H13.12.27 －（H16.10.25） （セクシュアル・ハラスメント等の禁止）
第７条　何人も、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。
２　何人も、配偶者等に対して身体的また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。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、男女共同参画について理解を深め、基本理念にのっとり、雇用その他の
分野における事業活動において、男女共同参画を推進するよう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
とを両立しておこなうことができるように就業環境の整備に努めなければならない。
３　事業者は、県が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。
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①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
条例の内容

No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

26 京都府男女共同
参画推進条例

H16.3.26 － （雇用の分野における男女共同参画の推進等）
第９条　事業者は、基本理念にのっとり、雇用の場において、次に掲げる取組を行うよう努め
なければならない。
　(1)　男女が個人として能力を発揮する機会が確保される取組
　(2)　セクシュアル・ハラスメントの防止のための取組
　(3)　職業生活と家庭生活における活動の両立を支援する取組
（以下略。右欄参照）

（性別による人権侵害の禁止）
第14条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、ドメスティック・バイオレン
ス、セクシュアル・ハラスメントその他の行為により男女の人権を侵害しては ならない。
２　府は、前項の行為の防止に努めるとともに、被害を受けた者に対し必要な支援措置を講
じるものとする。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、男女共同参画社会づくりを担う主要な構成員であるとの自覚の下に、そ
の事業活動に際し、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
２　事業者は、府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。

（雇用の分野における男女共同参画の推進等）
第９条　事業者は、基本理念にのっとり、雇用の場において、次に掲げる取組を行うよう努め
なければならない。
　(1) 男女が個人として能力を発揮する機会が確保される取組
　(2) セクジュアル・ハラスメントの防止のための取組
　(3) 職業生活と家庭生活における活動の両立を支援する取組
２　府は、事業者が行う前項の取組を支援するため、情報提供、相談、助言その他の必要な
措置を講じるものとする。
３　府は、男女が個人として能力を発揮する機会の確保のため、生涯を通じた職業能力の形
成及び開発、円滑な再就職並びに起業を支援するために必要な措置を講じるものとする。

27 大阪府男女共同
参画推進条例

H14.3.29 － (性別による差別的取扱いの禁止等)
第７条　何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別
的取扱いをしてはならない。
２　何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
３　何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。以下同じ。)に対する暴力(暴行その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同
じ。)を行ってはならない。

(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り、男女共同参画の推
進に努めるとともに、男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の取組の促進)
第11条　知事は、男女共同参画の推進に関する事業者の取組を促進するため、顕彰その他
の必要な措置を講ずるものとする。
２　前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画
の推進に係る取組状況を把握するための調査について協力を求めることができる。

28 兵庫県男女共同
参画社会づくり条
例

H14.3.27 － （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扱いをしてはならない。
２　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ場るにおいて、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。

（雇用の場における取組）
第12条　事業者は、男女共同参画社会の形成のため、雇用の場において、次の各号に掲げ
る取組を行うよう努めなければならない。
　(1) 職業生活における活動と家庭生活における活動との両立に向けた環境幣備
  (2) セクシュアル・ハラスメントの防止
（以下略。右欄参照）

（事業者の責務）
第５条　事業者は、その事業活動が男女共同参画社会の形成と密接な関係にあることを自
覚し、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めるとともに、県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に協力しなければならない。

（雇用の場における取組）
第12条　事業者は、男女共同参画社会の形成のため、雇用の場において、次の各号に掲げ
る取組を行うよう努めなければならない。
　(1) 職業生活における活動と家庭生活における活動との両立に向けた環境整備
  (2) セクシュアル・ハラスメントの防止
  (3) 事業活動における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保
２　知事は、男女共同参画社会の形成の促進に必要があると認めるときは、事者業に対し、
前項各号に掲げる取組の状況について報告を求めることができる。
３　知事は、前項の報告により把握した状況を取りまとめ、公表するものとする。
４　知事は、第2 項の報告があったときは、当該事業者に対し、必要な指導又は助言を行うこ
とができる。

（事業者との協定）
第13条　知事は、事業者が事業活動において男女共同参画社会の形成を促進するために
行う自主的な取組を促進するため、前条第１項各号に掲げる事項について、事業者と協定
を締結することができる。

29 奈良県男女共同
参画推進条例

H13.7.1 － (性別による人権侵害)
第７条　何人も、セクシュアル・ハラスメント(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又は性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害する
ことをいう。以下同じ。)並びに配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様
の事情にある者を含む。以下同じ。)及び配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的又
は精神的に著しい苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

(事業者の責務)
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し男女が共同して参画する機会
の確保に努めるとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを
両立できるよう就業環境の整備に努めなければならない。
２　事業者は、県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。

30 和歌山県男女共
同参画推進条例

H14.3.26 －（H25.10.4） （性別による権利侵害の禁止）
第18条
１　何人も、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、性別による差別
的取扱いをしてはならない。
２　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハ
ラスメント、男女間の暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。以下
同じ。）その他の行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が性別にかか
わらず個性と能力を発揮し、かつ、職業生活と家庭生活とを円滑に両立できるよう職場環境
の整備に取り組むとともに、県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。

（事業者が行う活動への支援及び情報収集等）
第11条　県は、事業者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、助言その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
２　知事は、男女共同参画の推進のために必要があると認めるときは、事業者に対し、男女
の就業状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
３　知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況等を公表することができる。
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①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
条例の内容

No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

31 鳥取県男女共同
参画推進条例

H12.12.26 【H28.4.1】一部の条文の削除 (性別による権利侵害の禁止)
第20条　何人も、いかなる場所においても、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、いかなる場所においても、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、いかなる場所においても、配偶者等に対して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。

(事業者の責務)
第７条　事業者は、基本理念に対する理解を深め、雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関す法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)を遵守するとともに、そ
の事業活動に関し、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、県の男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(情報の収集及び分析)
第14条　県は、男女共同参画推進施策を効果的に実施するため、次に掲げる情報の収集
及び分析を行わなければならない。
　(1) 性別による直接的又は間接的な差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因
に関する情報
　(2) その他男女共同参画に関する情報
２　知事は、市町村長に対して、鳥取県男女共同参画計画の策定に必要な資料の提出を求
めることができる。
３　知事は、事業者に対して、職場における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。

32 島根県男女共同
参画推進条例

H14.3.26 － (性別による権利侵害の禁止)
第８条　何人も、社会のあらゆる場において、男女共同参画を阻害する次に掲げる行為を
行ってはならない。
　一　性別による差別的取扱い
　二　セクシュアル・ハラスメント
　三　男女間における暴力的行為

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、男
女共同参画の推進に積極的に努めなければならない。
２　事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、職
業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職
場環境を整備するよう努めなければならない。
３　事業者は、県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。

33 岡山県男女共同
参画の促進に関
する条例

H13.6.26 －（H26.3.20） （阻害行為の禁止等）
第22条　何人も、男女共同参画を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。
　一　社会のあらゆる分野における性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を
害する行為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行為
（以下略）

（事業者の頁務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が職域における活動に対等に参画する機会を
確保すること、男女が職域における活動と家庭における活動その他の活動とを両立して行う
ことができる職域環境を整備すること等により、その事業活動において男女が共同 して参画
することができる体制を整備するよう努めなければならない。
２　事業者は、前項に規定するもののほか、その事業活動において男女共同参画の促進に
寄与するよう努めなければならない。
３　事業者は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するよう努めなけれ
ばならない。

34 広島県男女共同
参画基本条例

H13.12.21 －（H17.7.6） （県民の責務）
第５条　県民は， 基本理念にのっとり， 家庭， 学校， 職場 地域その他の社会のあらゆる分
野において、男女が相互に協力して男女共同参画の推進に努めなければならない。
２　県民は、男女間における暴力的行為、性的な言動による精神的苦痛を与える行為その
他の行為により男女の個人としての尊厳その他の男女の人権を損なうことのないようにしなけ
ればならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は， 事業活動を行うに当たっては、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。

35 山口県男女共同
参画推進条例

H12.7.11 －（H17.7.12） （県民の責務）
第６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寄与するように努めなければならない。
２　県民は、男女共同参画を阻害するようなセクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせ
るような性的な言動をいう。）及び男女間の暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著しく
与える行為 をいう。）を根絶するように努めなければならない。

（事業者の責務）
第５条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら
努めるとともに、県が実施する男女共同参画に関する施策に協力する責務を有する。

（事業者の報告）
第17条　知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の
就業状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる 。

36 徳島県男女共同
参画推進条例

H14.3.29 －（H26.1.3） (性別による権利侵害の禁止)
第７条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、あらゆる場において、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
けた個人の生活の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。
３　何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。以下同じ。)及び配偶者であった者並びに生活の本拠を共にする交際(婚姻関係におけ
る共同生
活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手及び当該関係にあ
る相手であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的に著しい苦痛を与える行為をい
う。)を行ってはならない。

(事業者の責務)
第６条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、主体的に男女共同参画の推
進に努めるとともに、県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に努め
なければならない。

37 香川県男女共同
参画推進条例

H14.3.27 －（H25.12.20） （男女共同参画を阻害する行為の禁止）
第７条　何人も、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、次に掲げる
男女共同参画を阻害する行為をしてはならない。
　(1) 性別による差別的取扱い
　(2) 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行為又は性
的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。）
　(3) 男女間における暴力的行為（精神的に著しく苦痛を与える行為を含む。）

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が職場に
おける活動に共同して参画する機会を確保すること、男女が職場における活動と家庭その
他の職場以外の社会における活動とを両立して行うことができる就業環境を整備することそ
の他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、県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。

（事業者の報告）
第16条　知事は、男女 共同参画の推進のために必要があると認めるときは、事業者に対し、
その事業活動における男女共同参両の状況について報告を求めることができる。
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①ハラスメント禁止について ②事業者の責務等について
条例の内容

No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

38 愛媛県男女共同
参画推進条例

H14.3.26 －（H16.12.24） （性別による権利侵害等の禁止）
第７条　何人も、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別を理
由として直接的にも間接的にも差別的な取扱いをしてはならない。
２　何人も、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、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、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、ドメスティック・バ
イオレンスを始めとする男女共同参画を阻害する暴力的行為を行ってはならない。
４　県は、前３項の規定に違反する行為による被害を受けた者に対し、必要に応じた支援を
行うものとする。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が職域における活動に対等に参画する機会の
確保に努めるとともに、職業生活における活動と家庭生活における活勁その他の活動とを両
立して行うことができる就業環境を整備するよう努めなければならない。
２　事業者は、事業活動において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならな
い。
３　事業者は、県が実施する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努
めなければならない。

（事業者からの報告等）
第20条　知事は、男女共同参画の推進に関し必要があると認める場合は、事業者に対し、
男女共同参画の状況その他の必要な事項について報告を求めることができる。
２　知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況その他の事項を取りまとめ、公
表することができる。
３　知事は、第1 項の報告に基づき、事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な措置
を講ずることができる。

39 高知県男女共同
参画社会づくり条
例

H15.12.26 － （性別による人権侵害の禁止)
第18条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはなりません。
２　何人も、あらゆる場において、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
ことをいいます。)を行ってはなりません。
３　何人も、配偶者間その他の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行
為(以下「暴力的行為」といいます。)を行ってはなりません。

(事業者の責務)
第６条　事業者は、基本理念に基づき、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会
及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家事、子育て、家族の介護その他の
家庭生活における活動とを両立させることができるよう就労環境の整備に努めなければなり
ません。
２　事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する取組に協力するよう努めなけれ
ばなりません。

40 福岡県男女共同
参画推進条例

H13.10.19 － 　（暴力的行為等の禁止）
第七条　何人も、配偶者等への暴力、性的言動による生活等侵害行為その他男女間の人権
の軽視に起因する行為であって相手方に身体的又は精神的な苦痛を与える行為をしては
ならない。

　（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極
的に取り組むとともに、県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。
２　事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するととも
に、育児、介護その他の家庭における役割を果たしながら職業生活を営むことができるよう
職場環境等の整備に努めなければならない。
３　事業者は、多様な経験を有する個人の能力が事業活動において発揮されることの重要
性にかんがみ、育児又は介護を行うこと等を理由として退職した者が、再び雇用の場におい
て、その能力を発揮できるよう配慮しなければならない。

41 佐賀県男女共同
参画推進条例

H13.10.9 【H28.4.1】審議会の庶務の所管部署名の変更 (性別による権利侵害の禁止)
第７条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により他人を不快に
させ、もってその者の生活環境を害することをいう。)を行ってはならない。
３　何人も、あらゆる場において、男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を
与える行為をいう。)を行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう
努めなければならない。
２　事業者は、県が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の報告)
第９条　知事は、男女共同参画を推進するために必要があると認めるときは、事業者に対し
その事業活動における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、前項の報告により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ、公表するものとす
る。

42 長崎県男女共同
参画推進条例

H14.3.27 － （性別による権利侵害の禁止）
第17条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行ってはならな
い。
３　家庭内等において、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的
行為を行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に積極
的に努めるとともに、県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に努め
なければならない。
２　事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するととも
に、職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動とを両立して行うことができる
職場環境を整備するように努めなければならない。

（事業者への協力依頼）
第15条　県は、男女共同参画の推進に当たり必要があると認められる場合には、事業者に
対して、雇用その他の事業活動における男女共同参画の実態を把握するための調査につ
いて、協力を求めることができるものとする。

43 熊本県男女共同
参画推進条例

H13.12.20 － （男女共同参画社会の形成を阻害する行為の禁止）
第13条　何人も、男女共同参画社会の形成を阻害する次に掲げる行為をしてはならない。
　一　職場、学校、地域、家庭等のあらゆる場における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る行為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
を与える行為
　二　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
に対し身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的な行為その他の男女間における身体的又
は精神的な苦痛を与える暴力的な行為

（事業者の責務）
第11条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自ら男女共同
参画社会の形成に努め、男女が対等に事業活動に参画できる機会を確保し、及び職業生
活における活動と他の活動とを両立できる職場環境を整備するよう努めなければならない。
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No. 条例名 公布日 直近５年以内の改正の状況

44 大分県男女共同
参画推進条例

H14.3.29 －（H21.4.1） （性別による権利侵害の禁止）
第７条　何人も、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、性別によ
る差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティッ ク・バイオレンスその他の男女間
における暴力的行為を行ってはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に自ら
積極的に取り組み、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるととも
に、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うこ
とができる職場環境を整備するよう努めなければならない 。
２　事業者は、県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。

（事業者の報告）
第18条　知事は、この条例の施行に必要な限度において、事菓者に対し、その事業活動に
おける男女共同参画の推進状況について報告を求めることができる。

45 宮崎県男女共同
参画推進条例

H15.3.12 －（H24.3.29） （性別による権利侵害の禁止）
第８条　何人も、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、次に掲げる
行為を行なってはならない。
　一　性別による差別的取扱い
　二　セクシャル・ハラスメント（性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害するこ
と又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。）
　三　男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

（事業者の責務）
第５条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に取り
組むよう努めなければならない。
２　事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、男
女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことがで
きる職場環境を整備するよう努めなければならない。
３　事業者は、県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。

（事業者への協力依頼）
第16条　知事は、必要があると認める場合には、事業者に対し、雇用その他の事業活動に
おける男女共同参画の実態を把握するための調査について、協力を求めることができる。

46 鹿児島県男女共
同参画推進条例

H13.12.21 －（H21.3.27） （第２章　男女共同参画を阻害する行為の禁止）
第９条　何人も，次に掲げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。
　(1) 家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野における性別による差別的取扱
い
　(2) 家庭，職場，学校，地域その他の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
　(3) 配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
に対する暴力行為（精神的苦痛を著しく与える行為を含む。）

（事業者の責務）
第５条　事業者は，その事業活動を行うに当たっては，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，県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。

47 沖縄県男女共同
参画推進条例

H15.3.31 － （ 男女の人権侵害の禁止）
第７条　何人も、職揚、学校、地域、家庭その他の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 、男女間の暴力的行為（身体的又は著しい精神
的な苦痛を与える行為をいう 。）その他の行為により男女の人権を侵害してはならない。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に寄与
するよう努めるとともに、県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
めるものとする 。
２　事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するととも
に、職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動とを両立して行うことができる
職揚環境を整備するよう努めるものとする。

（調査研究）
第12条　県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うよう努め
るものとする。
第13条　知事は、男女共同参画の推進のために必要があると認められる場合は、事業者に
対して、雇用その他の事業活動における男女共同参画の実態を把握するための調査を行う
ものとする 。
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