
【別紙－1】政治分野の男女共同参画に関する議会の取組

(令和3年1月1日～令和3年12月31日)

都道府県 市区名 人口段階 具体的内容

北海道 江別市 C
江別市ハラスメント防止に関する指針の更新の際に、相
談窓口として議会事務局（事務局長・議会事務局次長）の
記載を追加。

岩手県 遠野市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

宮城県 名取市 B
本市の男女共同参画推進委員会と議員との意見交換会
を実施した。

秋田県 湯沢市 A
小冊子「自治体議員のコンプライアンス」を全議員に配布
し、議員全員協議会で確認した。

秋田県 大仙市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

福島県 会津若松市 C

議会制度に関する課題の討議を行う組織として「政策討
論会議会制度検討委員会」を設置しており、議員のほ
か、市民委員２名（うち、１名以上は必ず女性とする）が会
議に参加している。

新潟県 加茂市 A 議員を対象に、男女共同参画に関する講演会を行った。
新潟県 妙高市 A 市内の女将の会と議員との意見交換会を実施した。
新潟県 胎内市 A 女性委員・会員等との意見交換会を実施。
福井県 坂井市 B 男女共同参画センターと意見交換を行った。

長野県 長野市 E
議員を対象にハラスメント研修を実施した。長野市議会に
おけるハラスメントの防止等に関する要綱の作成に着手
した。

長野県 駒ヶ根市 A 民間企業で活躍する女性役員を講師に研修会を行った。
長野県 安曇野市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
東京都 府中市 D 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
東京都 小平市 C 議員を対象にハラスメント研修を行った。

東京都 国立市 B
議会報で議会のジェンダーバランスについての記事を掲
載した。

東京都 足立区 G 全議員を対象にハラスメント全般の研修を実施した。

神奈川県 横浜市 H

（法第10条関係）・小中学生向け議事堂見学 【実施日】
平日（原則、会期中を除く）【実施内容】議事堂内部の見
学及び別室で児童向け教材動画を用いた市会の概要説
明（全体で２時間程度）・高校生市会訪問【実施日】年１回
（例年12月頃）【実施内容】18歳選挙権の導入に伴う主権
者教育として、市立高校生を市会に招き、市会見学や市
会議員との懇談・質疑応答等を通じて、地方議会制度や
二元代表制への理解を促す。 （市会見学：30分程度、議
員との懇談：１時間程度）・児童向け教材動画・広報動画
作成 児童生徒や保護者をはじめ、市民の方の議会への
理解を深めてもらうため、児童向け教材動画及び広報動
画を作成する。

神奈川県 小田原市 C
自治体議員のコンプライアンスに係る冊子を全議員に配
付した。

神奈川県 南足柄市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

茨城県 取手市 C

オンライン委員会の招集、出席を可能に市議会会議規
則、市議会委員会条例を改正。当初は災害や感染症の
蔓延時を基本にしていたが、妊娠、出産、介護、自らの疾
病等、議会の欠席事由に該当する場合、委員長の許可
によりオンライン出席を認めることにした。この背景には、
平成29年12月～平成30年6月まで設置した「女性議員に
よる議会改革調査特別委員会」において、女性が議員と
して参画しやすくなるよう、ICTの積極的活用を提言してき
たことがある。今後、本会議へのオンライン出席が実現す
るよう、官・民・学で取り組んでいる。

※記載内容は自由記述回答（任意）の通り



都道府県 市区名 人口段階 具体的内容

栃木県 足利市 C 市内の女性団体と議員との意見交換会を実施した。
埼玉県 川越市 E 議員を対象にハラスメント研修を実施した（書面研修）。
埼玉県 狭山市 C 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
埼玉県 富士見市 C 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
埼玉県 坂戸市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
千葉県 銚子市 B 議員全員を対象にコンプライアンス研修を実施した。

静岡県 沼津市 C
大学教授等を講師とした議員のＬＧＢＴ研修会を開催し
た。

静岡県 三島市 C
政治分野における男女共同参画の推進のため、三島市
議会ダイバーシティ推進検討特別委員会を設置した。

静岡県 富士宮市 C

市内高校からの依頼により、高校生による当市議会の全
女性議員(4人)を対象にした取材を受けた。テーマは、「女
性の社会進出について」であり、このテーマとＳＤＧｓを含
めた視点による取材が行われた。

静岡県 藤枝市 C
市内の女性団体（国際ソロプチミスト藤枝）と議員（広報広
聴委員７名）との「議会タウンミーティング」を実施した。

静岡県 伊豆市 A 職員のハラスメント防止研修に議員も参加した。

愛知県 岡崎市 E
議員を対象に、ハラスメントを含む政治倫理に関する研
修を実施した。

愛知県 小牧市 C
ハラスメントと情報管理を中心とした地方議会議員に求め
られるコンプライアンスに関する研修会を実施した。

愛知県 新城市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

愛知県 大府市 B
議員を対象にハラスメントに関する内容を含んだ研修を
実施した。

愛知県 長久手市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

三重県 四日市市 E
理事者の女性管理職との懇談等を経て、議長へ申し入れ
を行った・議員を対象にハラスメント研修を実施した。

岐阜県 岐阜市 F
会議規則を改正し、欠席事由に育児や配偶者の出産補
助等を追加した。

大阪府 堺市 H
全議員を対象としている議員研修会において、「政治分野
における男女共同参画推進法をどう活かすか」をテーマと
して研修会を実施した。

大阪府 池田市 C
令和3年9月30日に、「池田市の職員及び市議会議員の
ハラスメント防止に関する条例」を議員提案で制定した。

大阪府 泉南市 B
選択的夫婦別姓制度の法制化に関する議論を求める意
見書を可決した。

滋賀県 大津市 E 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
兵庫県 芦屋市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

兵庫県 豊岡市 B
男女共同参画社会の実現を目指して活動している市内の
団体と議員との懇談会を実施した。

兵庫県 たつの市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
兵庫県 加西市 A 市内の女性団体と議員との意見交換会を実施した。
和歌山県 海南市 A 市内の女性団体との意見交換会を実施した。

和歌山県 岩出市 B
全議員研修を企画していたがコロナ感染拡大のため中止
となった。

島根県 浜田市 B
浜田市議会議員政治倫理条例の一部改正議員研修会を
実施。

岡山県 笠岡市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

広島県 安芸高田市 A
標準市議会会議規則に準じて、欠席に係る要件を見直し
た。

山口県 山口市 C 市内の女性団体と議員との意見交換会を実施した。

山口県 光市 A
光市議会政治倫理条例を改正し、政治倫理基準として各
種ハラスメント行為を行わないことを明記した。

香川県 丸亀市 C 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
愛媛県 西予市 A 市内女性防火クラブとの意見交換会を実施した。

福岡県 北九州市 H
議会改革協議会において、「多様な人材が活躍できる議
会の環境づくり」を協議事項に具体的取組を検討中。



都道府県 市区名 人口段階 具体的内容

福岡県 中間市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

大分県 大分市 F
全議員を対象に、実際にあった事例を交えハラスメント研
修を実施した。

宮崎県 宮崎市 F
市議会議員政治倫理条例の政治倫理基準にハラスメント
を行わない旨の規定をした。

鹿児島県 奄美市 A 県の職員を講師に議員研修会を開催した。


