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職場では
　賃金格差の是正や、
女性が働きやすい環境
づくりが大切です。

家庭では
　家事や育児、介護な
どの役割を固定せず、
家族で協力し合うこと
が必要です。

地域では
　地域の活性化のため
にも、男女がともに主
体的に地域活動に参加
することが必要です。

実際の男女の格差について見てみると…

性別による固定的役割分担意識の解消に向けて…

「飯塚市男女共同参画推進条例」を施行しています！

性別による差別を
禁止する

学校、家庭、地域で男女
共同参画の学習をすすめる

飯塚市男女共同参画推進
センター「サンクス」

飯塚市男女共同参画
オンブズパーソン

　性別に関係なく、人としてお互いを認め合い、活躍することができる
男女共同参画社会をつくることを目的として2007（平成19）年に制定しました。

男女共同参画社会を目指して…

妻：454分 夫：83分

約５．５倍

企業の部長職と国家公務員の幹部
家庭では 職場では 地域では

女性は…
部長職6.9％
幹部5.3％

74.3％

自治会長 
女性は

飯塚市は

5.9％
6.1％

６歳未満の子を持つ夫婦の
　　１日あたりの家事育児時間

男女の賃金格差
男性を100
としたとき 女性は…

2019年(厚生労働省)

2018年(総務省)

2020年(内閣府)

2019年(内閣府)

2019年(飯塚市)

　性別の違いに
かかわらず、その
人個人を認め合う
ことが重要です！

学校や市内での
啓発に使われて
いる「共に生き
る」は、条例の内
容を分かりやす
く解説している
冊子です。

だれも学校、家庭、社会で性別に
よって差別をしてはいけません。 「サンクス」は男女共同参画社会

づくりをすすめるための学習・交
流の中心になる場所です。

性別によって不公平にあつかわれた
り、男女不平等だと思った時は申し出
ることができ、オンブズパーソンが
調査を行い、結果によって相手に改
善するよう市長に意見を言います。

学校や家庭、地域で男女
共同参画について学習します。

所在地：飯塚市飯塚14番67号
連絡先：0948-22-7058

第9条

共同参画について学習します。
第12条

第19条
飯塚市男女共同参画

性別によって不公平にあつかわれた
第20～38条
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