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１．開会 

 

２．副市長挨拶 



 

【副市長】 

 本日は、（仮称）男女共同参画都市宣言策定に関する考え方について、事務局よりご

説明をさせていただく。宣言をするだけでは十分ではなく、令和の時代にふさわしい

男女共同参画のあり方を考え、取り組んでいくことが必要である。東京都がパートナ

ーシップ宣誓制度の素案を出しているところであるが、多様性を重視する中でのジェ

ンダー平等のあり方や外国人や障害者など、様々な視点を踏まえたものにできればい

いと思う。来年度は非常に審議事項が多い年になるが、当審議会の中でご意見をいた

だきながら一緒に作っていきたいと思っている。この後公務が入っている関係により、

途中で退出させていただくが、ご了承いただければと思う。本日はどうぞよろしくお

願いいたしたい。 

 

３．会長挨拶 

 

【会長】 

 お忙しいところ参加いただき感謝する。この審議会に副市長が出席されることにつ

いて、本当に心強い限りである。今日は報告事項が非常に多い。リモートではあるが、

皆様にはご意見を出していただきたい。それではよろしくお願いしたい。 

 

 

〇資料確認 

 

〇傍聴入場許可 → １名入場 

 

 

４．議事 

  報告事項（１）男女共同参画に関する市民意識調査結果について 

 

【会長】 

それでは報告事項（１）について、事務局より説明を願う。 

 

【事務局】 

 事前に郵送済みである「【資料１】東村山市男女共同参画に関する市民意識調査結果

報告書」をご覧いただきたい。今回の市民意識調査業務の受託事業者である「株式会

社ぎょうせい」様に、資料１についての説明をお願いしている。 

 

【株式会社ぎょうせい】 

 今回の調査結果について説明する。 

まず、実施概要だが、住民基本台帳から 18 歳以上の方 2000 名を無作為抽出し、調

査票を配付している。回収数が 877 票、回収率が 43.9％であった。 

続いて、集計結果の説明を行う。「１．ご本人のことについて」での回答者の属性と

して、女性が 56.3％、男性が 40.3％となった。年齢は、50 歳代の前半、70 歳代の前

半、80 歳以上の回答者が多くなっている。 

12 ページをご覧いただきたい。「２．一般的社会的男女平等意識について」は、普



段の生活や結婚・子育て・家庭について、どのように思うかという設問である。例え

ば、「結婚する、しない、は個人の自由である」、「女の子も経済的自立ができるように

育てるのがよい」、「男の子も家事ができるように育てるのがよい」といった項目に関

しては、９割超の方が、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答している。

一方で、「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるのがよい」という項目

に関しては、およそ４割程度の方が「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」とな

った。また「結婚したら夫は仕事を、妻は家事・育児を優先した方がよい」という項

目に関しても約３割程度の方が、肯定するような回答結果となった。  

14 ページ以降、それぞれの大項目について、性別や年代別の回答結果を出している。

15 ページの、「結婚したら夫は仕事を、妻は家事・育児を優先したほうがいい」という

項目では、性別による違いが見られた。同様に、性別による違いが見られる項目として

は、16 ページの「「結婚しても子どもは持たない」というのもひとつの生き方だ」、17

ページの「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるのがよい」、21 ページ

の「子どもが小さいうち（３歳位まで）は母親が家庭で育てる方がよい」が挙げられる。

これら各項目について、経年変化を見るため、前回の平成 27 年度、前々回の平成 22

年度実施の調査結果と比較している。詳しい説明は省くが、全般的に固定的な家庭内の

役割分担を否定する回答、あるいは男女平等に関して肯定するような回答の割合が増え

てきている。  

39 ページ、「３．社会活動における女性の活躍について」では、「何か社会活動をし

ていますか」という設問に対し、全体では「活動している」が 18.6％、「現在は活動し

ていないが、過去３年間に活動していた」が 6.7％、「活動していない」が 69.4％とな

った。44 ページの「何か社会活動において、役員やリーダー的な役割を担っています

か。または、過去３年間で担っていましたか」という設問では、「担っている」という

回答の割合が、女性では 18.9％、男性では 45.8％という結果が見られた。「それはど

のような役割でしたか」という設問では、「会長・代表等」、「副会長・副代表等」、「そ

の他の役員・リーダー的役割」とあるが、性別による大きな違いは見られなかった。  

46 ページ、「４．介護について」で、「介護の担い手について、どのように思います

か」という設問では、「男性も女性も同じように取り組むべきである」が全体では

82.3％、性別、年齢別、介護の有無別を見てもほぼ同様の結果となった。一方で 48 ペ

ージをご覧いただきたい。「あなたが在宅で介護を受けるようになった場合、誰に頼み

たいですか」といった設問で、男性では「配偶者やパートナー」の割合が高く、女性

では「介護事業者」といった回答の割合が高くなっている。 

49 ページ、「５．防災について」の、「防災分野で男女共同参画や多様な視点を活か

すためには、どのようなことが必要だと思いますか」という設問では、上位３つが、「避

難所運営や設備、備蓄品などについて、過去の災害時に課題になった点を見直す」、「災

害に関する各種マニュアル等に男女共同参画や多様な視点を入れる」、「多様なニーズ

に合わせて備蓄品を用意する」となっている。この点において、男女で大きな傾向の

違いはないが、「多様なニーズに合わせて備蓄品を用意する」、「災害時に特に女性が

陥る困難や危険についての講座等を設ける」という回答では、女性の割合が男性より

も高くなっている。  

51 ページ、「６.仕事について」では、「女性が職業に就くことについて、どのように

お考えですか」という設問において、全体では、「結婚しても、子どもができても職業

は続けるほうがよい」が 43.2％で最も高くなっており、性別で見ると、女性の方が割

合が高くなっている。一方、男性では、女性に比べて「子どもができたら一時辞めて、

子どもに手がかからなくなったらまた職業に就くほうがよい」という回答の割合が高



くなっており、男女の意識の差が若干見られることがわかる。これを経年変化で見る

と、以前は男女ともに「子どもができたら一時辞めて、子どもに手がかからなくなっ

たらまた職業に就くほうがよい」の回答の割合が多かったが、だんだんと減少し、今

回は「結婚しても、子どもができても職業は続けるほうがよい」の割合が増えている。 

54 ページの、「女性が継続して働き続けることを困難にしたり、障害になったりして

いる理由はどんなことだと思いますか」の設問では、「子どもを預けるところがない」

や「育児」、「育児休業など、職場の条件・制度が不十分」といった回答の割合が高く

なっている。 

 63 ページ、「７．ワーク・ライフ・バランスについて」では、「あなたが家事・育児・

介護に携わる時間は、１日あたりどれくらいですか」という設問に対し、女性では、

１時間以上の方の割合がほぼ８割という結果であった。男性では、１時間未満の方が

約７割ということで大きな差が見られた。家事について、男女それぞれ就業別で見る

と、就業状況に関わらず女性の方が家事をする時間が長い。また、婚姻別で見ると、

女性は、婚姻状況によって家事の時間に差が見られ、結婚することによって家事の時

間が長くなっている。男性では、婚姻状況に関わらずそれほど大きな差がない。さら

に、68 ページの、「「仕事」と「家庭生活」と「個人の生活」のうち、優先したいもは

どれですか。また、優先しているものはどれですか」の設問では、「優先したいもの（希

望）」では、「個人の生活」が最も多くなっている一方で、「優先しているもの（実生活）」

においては、男性では仕事、女性では家庭生活の割合が最も高くなっている。このこ

とから、希望と実生活の間でギャップが見られるという状況がわかる。71 ページ、「育

児や介護と仕事の両立を推進するためには、どのようなことが必要だと思いますか」

の設問では、男性と女性それぞれに必要なことを聞いている。男性にとって必要なこ

とは、「長時間労働を削減する」、「職場や上司の理解、協力」、「育児・介護休業制度を

利用しても不利にならない人事評価制度を作る」の回答割合が高くなっている。女性

にとって必要なことは、「短時間勤務や在宅勤務など、柔軟な働き方を整備する」、「育

児・介護休業制度を利用しても不利にならない人事評価制度を作る」、「保育・介護の

施設やサービスを充実する」の回答の割合が高くなっている。  

73 ページ、「８．ハラスメントと性暴力について」では、「ハラスメントを受けた経

験がありますか」の設問に対して、「自分が受けたことがある」が 30％、「人が受けた

のを見たことがある」が 22.8％、「どちらもない」が 52.6％となった。およそ半分の

方が、自分もしくは周りの方が受けたと回答している。特に女性では「自分が受けた

ことがある」の割合が高くなった。また、年齢別で見ると、30 代、40 代、50 代では

４割以上の方が、「自分が受けたことがある」と回答している。75 ページでは、「その

ような行為について誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか」の設問に対し、女

性では 63.5％、男性では 45.5％の方が「した」という回答であり、およそ半分の方が

「したかったが、しなかった」もしくは「しようとは思わなかった」と回答している。

78 ページでは、性暴力を受けた経験について設問を設けている。こちらは、「自分が

受けたことがある」という回答が、全体で 7.9％、女性では 12.6％、「人が受けたのを

見聞きしたことがある」が全体で 6.7％となった。「そのような行為について誰かに打

ち明けたり、相談したりしましたか」という設問では、51.7％の方が「した」、約 2 割

の方が「したかったが、しなかった」、25.8％の方が「しようとは思わなかった」と回

答している。82 ページの「性暴力被害の相談先を知っていますか」の設問では、84.3％

の方が「知らない」と回答した。  

83 ページ、「９．ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）について」では、「これまで

配偶者やパートナー、恋人から次のような行為を受けたことがありますか」の設問に



対して、「何度もあった」、あるいは「１、２度あった」といった回答が比較的高い項

目としては、「何を言っても無視され続けた」、「大声で怒鳴ったり、人前で馬鹿にされ

たり、命令口調でものを言われた」、「「誰のおかげで食べていけるんだ」と言われた」

といった選択肢が挙げられる。この設問について、項目ごとに、性別、年齢別、婚姻

別で、クロス集計の結果を次のページから示している。105 ページは、ＤＶに対する

意識についての設問となっている。「命の危険を感じるくらいの暴力を受けた」、「医

師の治療が必要となる程度の暴力を受けた」、「おどし、暴力によって性的行為を強要

された」、「子どもに危害を加えると脅された」といった項目について、７割以上の方

が「どのような場合でもＤＶだと思う」と回答している。一方で「何を言っても無視

され続けた」、「大声で怒鳴ったり、人前で馬鹿にされたり、命令口調でものを言われ

た」については、どちらかというとこれらも「どのような場合でもＤＶだと思う」と

いう回答が多かった項目だが、相手に非があればＤＶではないといった回答割合が比

較的高くなった。いずれの項目も、１割前後の方が、ＤＶだと思わないといった回答

をしている。この設問でもそれぞれの項目について、性別、年齢別、婚姻別の集計を

し、次ページ以降に載せている。120 ページ、ＤＶについて誰かに打ち明けたり、相

談したりしたかという設問では、「した」が 24.0％、「したかったが、しなかった」が

８％、「しようとは思わなかった」が 35.1％となった。特に男性で、「した」という回

答の割合が低くなった。123 ページ、「DV 被害の相談先を知っていますか」という設

問に対し、「知らない」が 46.5％、「無回答」が 35.7％となった。  

125 ページ、「10．多様な性について」では、「性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）と

いう言葉とその意味を知っていますか。」の設問で、「言葉を知っており、内容も理解

している」が約６割となった。女性や若い方ほど、知っているという回答の割合が高

い傾向が見られた。127 ページ、「自分の性的指向や性自認等に関して悩んだり生きづ

らさを感じた経験がありますか」の設問では、「自分が悩んでいる」が 2.3％、「周囲の

人が悩んでいるのを見聞きしたことがある」が 5.6％、「どちらもない」が 87.6％とい

う結果であった。相談先の認知状況については、「知らない」が 84.4％となった。133

ページ、パートナーシップ制度についてどのように思うかを問う設問では、「必要だと

思う」が 35.8％、「どちらかといえば必要だと思う」が 26.0％となり、合わせると約

６割の方が必要だと思うという回答となった。特に女性、若い方で「必要だと思う」

の割合が高くなった。  

135 ページ、「１１．男女共同参画の実現に必要なこと」では、男女の地位が平等に

なっていると思うかを問う設問で、「平等になっている」の割合が高いのは「学校教育」

であった。一方で「政治の場」、「社会通念・習慣・しきたり」などにおいては、「あま

り平等になっていない」もしくは「平等になっていない」の割合が高くなった。それ

ぞれの項目について、クロス集計を次ページ以降に載せている。154 ページ、「東村山

市で取り組んでいる男女共同参画施策を知っていますか」では、「情報誌「ふぃ～りん

ぐ」の発行」が全体で 7.1％、「女性のための悩み相談」が 6.7％となり、「いずれも知

らない」が 72.7％であった。  

こうした結果を踏まえ、考察、課題整理を 156 ページ以降にまとめている。初めに、

「１．ジェンダー平等に向けた意識醸成と環境整備」の「（１）固定的な性別役割分担

意識の解消に向けた環境づくり」だが、今回の調査結果から、性別による役割分担や

あるべき姿といったことを否定する考え方が浸透してきているといえる。一方で、実

態として、家事や育児・介護の多くを女性が担っており、男性は家計を維持するため

に働いているという状況がうかがえた。このことから、様々な機会を通じて固定的な

役割分担意識の解消に向けた啓発に取り組むとともに、市民一人ひとりの性別にとら



われることのない行動、選択を促進する環境づくりに取り組んでいく必要があると考

えられる。 

「（２）多様な生き方を実現できる社会の形成」については、多様な結婚観や仕事の

仕方を肯定する人が増えてきている状況が調査からうかがえるため、こうした背景を

踏まえ、一人ひとりの価値観や考え方に基づき、多様な生き方を選択することを後押

しし、実現することができるような取組、あるいは各種制度の充実を図っていくこと

が重要であると考えられる。  

「２．あらゆる分野における女性活躍の推進」の「（１）政策・方針決定の場での女

性活躍の推進」については、調査結果から、特に政治分野における女性の参画が課題

となっていることがわかるため、女性が政治に参画しやすい環境整備、あるいは主導

的な役割を担う女性人材の育成、審議会等における女性委員の積極的な登用を進めて

いく必要があると考えられる。  

「（２）職場における女性活躍の推進」については、調査結果から、「結婚しても子

どもができても、職業は続けるほうがよい」という考えをされる方が非常に増えてき

ていることがうかがえるため、女性が安心して安定的に働き続け活躍することができ

るよう、保育・介護サービスの充実、また、子育てや介護を社会全体で支える体制の

さらなる整備、推進をしていく必要があると考えられる。  

「（３）社会活動・防災等における女性活躍の推進」についてでは、社会活動を牽引

する女性リーダーの育成確保が課題となっている。防災分野、特に女性では、多様な

ニーズに合わせた備蓄品の用意や女性が陥る困難・危険等に対する理解促進などが求

められている。男女が協力して防災活動を行うことができる体制の強化を図っていく

必要があると考えられる。 

「３．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進」の「（１）多様な働き

方が選択できる就労環境の整備」について、調査結果より、個人の生活を優先したい

と思うものの、現実としては仕事、あるいは家庭生活を優先している実態がうかがえ

る。 

「（２）家庭における男女共同参画の推進」について、女性では結婚している人はし

ていない人と比べて家事の時間がかなり長くなっている。また就労の有無に関わらず、

家庭生活においては多くの家事を女性がやっている実態がうかがえる。保育、介護サ

ービスの充実に加えて男女が協力して家事や育児・介護等により一層携わることがで

きるための取組を推進する必要があると考えられる。  

「４．あらゆる暴力の根絶・ハラスメント防止に向けた取組の推進」の「（１）性暴

力・ＤＶ防止に向けた取組の推進」について、調査結果より、１割以上の女性が、自

身が性暴力を受けたことがあると回答している。しかし、打ち明けたり、相談したり

しなかったといった方も多く見られた。被害者に寄り添った相談体制づくりや相談先

の周知が必要である。また、ＤＶに対する認識の向上やＤＶを許さない社会規範の醸

成が必要であると考えられる。  

「５．多様な性に対する理解の促進と制度の構築」では、言葉については理解して

いるといった方が非常に増えてきており、関心も高くなってきていることがうかがえ

る。今後は多様な性に対する理解をより一層深めていくとともに、当事者に寄り添っ

た相談窓口の充実、周知に努め、またパートナーシップ制度など、誰もが自分らしく

暮らしていくことができる制度の構築を検討していくことが必要であると考えられ

る。  

最後に、「６．男女共同参画社会の実現に向けた取組の周知」について、条例あるい

は計画など、男女共同参画推進事業について知っている人は各項目とも１割以下とな



っていた。このことから、市全体で男女共同参画の機運を醸成し、地域ぐるみの取組

を推進していく必要があると考えられる。  

  

【事務局】 

 報告（１）「男女共同参画に関する市民意識調査結果について」の説明は以上である。

会長へ進行をお返しする。 

 

【会長】 

この報告について、意見はないか。 

 

―――意見なし――― 

 

【会長】 

私から意見を申し上げる。この調査は令和３年８月 20日から９月６日まで行われた

もので、ちょうどコロナの影響が出ていると思われる。国の男女共同参画白書では、

離職する女性の増加、自殺率の上昇等、コロナの影響が強く出ているということがわ

かっており、エッセンシャルワーカーや観光業等、非正規の女性たちが解雇され困窮

し、シングルマザーについては特にそのあおりを受けているという正式な分析がされ

ている。この調査は、ちょうどコロナの影響が出たときにされているが、何か感じる

ことがあれば教えていただきたい。 

 

【株式会社ぎょうせい】 

コロナの影響に関しては、例えば家庭でのＤＶ虐待といった面でも影響があると言

われている。具体的な部分に関しては、経年変化で把握するしかないと思う。例えば、

39ページと、40ページで、社会活動をしているかという設問に対して、女性も男性も

社会活動をしている方の割合が減っている。このような結果はあまり見たことがなく、

断言はできないが、こういったところに出てきていると思われる。また、98 ページ以

降で、ＤＶで受けた行為について、男女別に各項目で経年変化を見ている。標本誤差

もあるため、はっきりとしたことは言えないが、前々回、前回、今回で「何度もあっ

た」や「１、２度あった」が少しずつ増えてきているようにも見える。これがコロナ

の影響なのか断言することはできないが、そういった状況はあると見られる。 

 

【会長】 

在宅ワークが増えていることによってＤＶが増加していることが言われていること

から、エビデンス上は若干の相関が見られるような感じである。基本的なところで、

例えば４ページに職業と就労形態等があり、男女別まで出ているのはいいが、年齢ご

とに男女別のフォローをしてほしい。データとしては持っているのだろうか。年齢別

のところに 20 歳代の男女、30 歳代の男女、40 歳代の男女というように分けてもらわ

ないと、はっきりしたことが言えない。 

 

【株式会社ぎょうせい】 

集計は、している。女性と男性でそれぞれ職業別、婚姻別といったような形で集計

をしているものもある。年齢ごとに男女別の集計をしたものを、また改めてお示しを

させていただければと思う。 

 



【会長】 

やはり東村山市の行政に役立つのは、そういうレベルまで分析していただかないと

いけないと思う。よろしくお願いしたい。 

 

 

 報告事項（２）東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況年次報告および審議 

会提言（令和２年度実績）について 

 

【会長】 

 それでは報告事項（２）について、事務局より説明を願う。  

 

【事務局】 

【資料２】東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況年次報告および審議会提

言（令和２年度実績）をご覧いただきたい。報告書の巻末に提言書を載せている。提

言書は 、10月 14日に手交式にて 名取会長より市長へお渡しいただいた。手交式には

村上副会長にもご出席いただき、市長と直接懇談をしていただいた。この報告書は、

市ＨＰにて公開しており 、市の情報コーナーや、図書館でも閲覧できるようにしてい

る。今回の提言の特徴は、「特に男女共同参画都市宣言の実現を願うものである」と、

宣言に言及する文言が盛り込まれたことである。この点について、また後ほど触れて

いく。報告書 25 ページ、26ページには、 審議会からの意見も踏まえ、令和２年度進

捗状況調査結果の総括を載せている。 

 

【会長】 

 こちらに関し、意見はあるか。 

 

【委員】 

 宣言に着手するとのこと、嬉しく思う。また、19ページ 3項の実施方法の部分で「令

和元年度にどの程度達成できたか・・・」となっているが、令和２年度の誤りだと思

う。 

 

【事務局】 

 確認の上、訂正をする。 

 

 

報告事項（３）東村山市第４次男女共同参画基本計画について 

 

【会長】 

 それでは報告事項（３）について、事務局より説明をお願いする。  

 

【事務局】 

【資料３】令和４年度東村山市男女共同参画推進審議会 審議の流れ（予定）をご

覧いただきたい。上から３段目に記載しているのが、例年の進捗状況調査になる。令

和４年度は、例年の進捗状況調査に２つの大きな審議事項が加わる。ひとつめが、最

上段に記載している、第４次男女共同参画基本計画の策定である。これは、現行の第

３次基本計画の計画期間が令和４年度に終了することに伴い、策定を行うものである。



ふたつめが、中段に記載の、「男女共同参画都市宣言」の策定である。これについては、

後ほど改めて説明する。 

審議事項が多いため、例年よりも回数が多くなる。ご理解、ご協力のほど、賜りた

い。 

それでは、上段の第４次基本計画策定の流れについてご説明させていただく。まず、

令和４年４月の第１回審議会において、東村山市長より審議会に対して、第４次男女

共同参画基本計画に関する基本的な考え方についての諮問をさせていただく。市から

の諮問を受理した後、早速、答申案の検討に入っていただきたいと考えており、検討

材料をなるべく早い時期にお示しできればと考えている。 

その後、第４回目までに計画の答申案について審議をしていただき、９月に市に対

し、答申をする予定である。 

審議会からの答申受理後、市では、基本計画の素案作りに入る。計画に紐づく対象

事業調査を全庁的に実施し、作成した計画素案について当審議会に報告後、パブリッ

クコメントを実施し、２月下旬を目途に計画案を策定、改めて当審議会に報告後、令

和５年４月より施行予定としている。 

第４次基本計画に関する審議会の流れは以上である。また、進捗状況調査に関する

審議会の流れについては、例年と同様になるため、説明を割愛させていただく。 

  

【会長】 

 こちらに関し、意見はあるか。 

 

 令和４年度はとても忙しくなる。皆様、よろしくお願いしたい。 

 

 

報告事項（４）（仮称）男女共同参画都市宣言について  

 

 

【会長】 

 それでは報告事項（４）について、事務局より説明を願う。 

 

【事務局】 

【資料４】「（仮称）男女共同参画都市宣言」をご覧いただきたい。 

令和３年１０月に審議会から出された提言書に「特に男女共同参画の実現を願う」

という文言が記載されたこと、また、この提言書の手交式の際に、審議会会長から「男

女共同参画都市宣言については、東村山市は実績が伴っているため、実現が可能であ

ると考える。」とご発言いただいたことをきっかけとして、市では、宣言の策定に向け

た検討を始めた。 

これまでの、基本計画の取組みの集大成として宣言を策定し、市の男女共同参画の

あり方を示すものとしたいと考えている。 

方向性としては、市がこれまで条例に基づいて培ってきた男女平等の考え方を基本

とし、そこに、近年重要性が高まりつつある「性の多様性」に関する考え方など、広

くジェンダー平等を謳う内容とし、さらに、現在課題とされる「アフターコロナを見

据えた女性の状況（ＤＶ・雇用）」などを意識したものにし、令和の時代にふさわしい

宣言として、検討を進めさせていただきたい。 

なお、宣言は、第４次基本計画と並行して検討を進め、今後の基本計画は、市の総



合計画や、この宣言の理念に基づいて検討していくものとしたいと考えている。 

宣言の起草について、草案を当審議会でご検討いただきたいと考えている。審議会

には、必要に応じてアドバイザーとして、ＬＧＢＴ当事者などの出席を求め、意見を

伺いながら進めさせていただきたいと考える。 

今後のスケジュールを説明する。【資料３】の中段にある、「（仮称）男女共同参画

都市宣言」をご覧いただきたい。 

第１回目の審議会で、市長より、草案作成に関する諮問を行わせていただく予定で

ある。そして第１回目より草案の検討を開始させていただきたいと思う。第１回目で

は、草案の方向性の確認・検討をお願いしたいと考えている。 

第２回目から第４回目の会議にて、最終的な草案を確定し、答申案としたい。 

市は、答申を受理後、庁内会議で宣言案を確定させ、３月議会に上程し、議決後、

第４次男女共同参画基本計画の策定と合わせて宣言を発表する予定である。 

なお、こちらの答申と、第４次基本計画の答申、進捗状況調査についての提言は、

同じ日に手交式を行う予定である。 

令和４年度は、第４次基本計画について、宣言について、そして例年の進捗状況に

ついて、ご意見をいただく予定である。例年に比べ、審議会の開催回数が多くなるが、

ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げる。 

 

【会長】 

 私達の提言を早速取り入れ、男女共同参画都市宣言を行う方向となり、市長をはじ

めとする皆様にまず感謝申し上げる。また審議会が提言をしているため、できる限り

の協力をさせていただきたいと思う。委員の皆様、よろしくお願いしたい。   

また、この宣言が高いレベルに位置づけられ、今後東村山市の行政に反映されると

いう方向性を示していただき、大変ありがたく思う。その上で、今の説明を聞くと、

この宣言文を審議会の私たちが考えるようにとなっている。実は、私は他の市の宣言

等について関わったことがあるが、だいたい多くの場合は老若男女ということで、若

い方やいろいろな世代を超えて、検討していただいている。当審議会はおかげさまで

男女比率はとてもよいが、年齢という点については、やや偏りがある気がする。市民

の、特に若い方々が今後、市を背負っていくわけなので、やはり宣言である以上、若

い方々の意見を反映する方法について、工夫をしていただきたいと思うがいかがか。

  

 

【事務局】 

 ご意見をいただき、感謝申し上げる。今後、市民の意見を取り入れ、反映させてい

くような手法を庁内で検討し、工夫をさせていただきたいと思う。 

 

【会長】 

委員の皆様がた、若い方の意見を聞いた方がいいということについて、賛同いただ

けるか。 

 

―――異議なし――― 

 

【会長】 

この宣言が実現されると、市民が自分たちで作ったという想いはとても大事になり、



それがあってこそ、宣言が生きてくるということになる。是非、市民の方々の声を反

映させるという方法について、工夫をしていただきたい。  

 

他に皆さんはいかがか。1 人ずつ発言をいただきたいと思う。  

 

【委員】 

 今期からの参加であるため、今までの経緯はわからないが、全体的に良いと思って

いる。 

 

【委員】  

 先ほど会長が言ったとおり、長い間積み重ねてここまできたと思う。私も含めて年

齢が少し高くなってきている。大変であると思うが、まんべんなく様々な年代の意見

が取り入れられたら良い。若いかたの意見などを網羅した中で検討すれば、会長が言

われた通り、この宣言はより高いレベルのものになると思われる。 

 

【委員】  

男女共同参画都市宣言については、審議会に関わった当初から、進めてほしいと思

っていたことである。ここでようやく進んだことは非常に感慨深く、それに関われる

のもありがたいと思う。 

先週の新聞の中で、コロナ禍で保育所の休園が増えているという記事があった。男

女の育児負担の偏りが浮き彫りになってきたという内容であった。その記事の中で、

日本の場合は、女性が家庭内で無償の労働に割く時間が男性の５倍あるということで

あった。これが欧米だと２倍ぐらいであるため、かなり高いということがわかる。日

本国内ではコロナ禍で、女性へのしわ寄せが見えてきていることになる。こういった

ことも第４次男女共同参画基本計画策定の中で参考になればと思う。 

 

【会長】 

 先ほどのぎょうせいの説明の中に、まさに今委員がおっしゃったようなことが浮き

彫りになっている。本当に大事な視点である。 

 

【委員】 

 今日の市民意識調査報告の中で、男女共同参画推進に関わる政策や事業を知ってい

る人は 1 割以下で７割以上の人がほとんど知らないという回答だったということを実

感した。しかし、宣言をすることによって、またそこに注目が集まり、前に進むのだ

ろうと感じている。また、若い人の意見を取り入れることは大賛成である。  

 

【委員】 

 非常に嬉しく思っている。大きなステップであると思う。是非、男女共同参画都市

宣言について進めてほしいと思う。 

  

【副会長】 

 やっと男女共同参画都市宣言に着手できることは、本当に嬉しく思う。今までの流

れや非常に広い視野の中でまとめようとしていることは非常に良いと思う。 

また、市民意識調査の報告の中で、157ページの（３）に、ワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた取り組みの推進とあるが、以前から私はこれを意識している。下か



ら３行目を見ると、仕事と家庭生活（家事・育児・介護等）、個人の生活（趣味等）の

中で優先したいものとして、特に男性では仕事、女性では家庭生活を優先している人

の割合が高いと書かれている。これはこういう状況にまだ追い込まれているというこ

とになるのだろうか。それとも、積極的に男性は仕事、女性は家庭生活を優先したい

ということなのだろうか。つまり、この状況がずっと続くようであれば、女性にとっ

てまだまだワーク・ライフ・バランスは、相当時間がかかると思う。この部分が今後

の日本における男女共同参画という視点でも、どういう方向性に行くのかと思う。 

 

【会長】 

私からお答えすると、世論調査で、「あなたは人生において何を優先して考えていま

すか」とあった時に、男性は頭の中では、家庭生活を優先したいと言うが、現実には

24 時間の時間配分はどうなっているかというと、仕事中心になってしまっている。そ

ういうギャップがあるということを指摘していると思われる。この部分は、実際に世

論調査をするとそうなる。何か補足があったらお願いしたい。  

 

【株式会社ぎょうせい】 

会長の言うとおりである。希望としては、個人の生活あるいはワーク・ライフ・バ

ランスを優先したいのだけれども、現実としては仕事を優先せざるを得ない、あるい

は家庭生活を優先せざるを得ないという状況に追い込まれてしまっているという結果

だと思われる。  

 

【委員】 

 これから未来を担う若い人たちの意見は非常に大切だと思った。この市民意識調査

の中でも、世代によって、考え方が何％も大きく違う項目もたくさんあり、幅広い世

代の声に耳を傾けるといいと思う。男女という観点だけではなく、世代を考えた上で

進めることにより、男女共同参画都市宣言が広まっていくと思う。是非この観点でも

進めていってほしい。  

 

【委員】 

 審議会で宣言の草案を検討する中で、審議会にアドバイザーの出席を求めるとの発

言があったかと思う。当事者の参加を求めるというのは、どのようにその当事者の方

に声掛けをするのか。 

 

【事務局】 

具体的な人選には至っていない。これからご意見をいただくのにふさわしい方を探

し、声掛けをしたいと考えている。出来ることであれば、当事者の方の声を反映させ

たものにしたいと考えている。 

 

【事務局】 

今の意見をいただき、当事者の方や若い方、様々な視点の方がアドバイザーとして

出席していただけたらと思う。この方から意見を聞きたいという要望を皆様からいた

だければ、話を聞けるような機会を作っていきたい。  

 

【会長】 

やはり市政がよく分かっている事務局に大いに期待したい。 委員の方々ももし推



薦者がいたら、積極的に事務局の方に連絡してほしい。よろしくお願いしたい。

  

 

５．その他 

 

【会長】 

 それではその他について、事務局より説明をお願いする。 

 

【事務局】 

 その他として情報提供と、報告をする。 

まず、情報提供として、東京都がパートナーシップ宣誓制度の素案を公表した。令

和４年２月 14 日から３月 31 日までの期間でパブリックコメントを実施しており、制

度開始は、令和４年秋を予定しているとのことである。主な特徴としては、「事実婚を

含まない」、「子の名前を補記できる」、「オンラインで手続きが完結」、「双方又はいず

れか一方が都内在住・在勤・在学」、「公正証書不要」といった点が挙げられる。詳細

については、東京都生活文化局のホームページをご覧いただきたい。 

続いて報告では、令和３年７月から開始している多様な性の相談について、令和４

年３月１日から相談枠を拡充した。毎月第３金曜日 18 時から１枠のみであったとこ

ろ、当事者の利便性を考え、54 枠に増やしている。より一層、当事者のかたが安心し

て暮らせるまちになるよう、努めてまいりたい。 

 

【会長】 

 他に意見等はないか。 

 それでは、次回の審議会については、事務局より改めて連絡を行う。  

 

６．閉会 

 

【事務局】 

 配付した資料のうち、市民意識調査の結果については、公開前となっているため、

取り扱いに留意いただきたい。  

これにて令和３年度第３回東村山市男女共同参画推進審議会を閉会する。  

 


