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会議次第 

 

１．開会 

２．市長挨拶 

３．会長挨拶 

４．諮問 

５．議事 

審議事項 

（１）東村山市第４次男女共同参画計画の策定について 

（２）（仮称）男女共同参画都市宣言について 

６．その他 

７．閉会 

問い合わせ先 

市民部市民相談・交流課男女共同参画推進係 

担当者 岡山 
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ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６(代) 

会  議  経  過 

１．開会 

 
〇事務局自己紹介、委員自己紹介、関係者自己紹介 

 

〇資料確認、傍聴入場許可 

 

２．市長挨拶 



 

【市長】 

本年度第１回目の男女共同参画推進審議会、出席を賜りまして誠に感謝申し上げ

る。また、昨年度１年間、名取会長をはじめ審議会委員の皆様には、当市の男女共同

参画行政について様々な観点で検証及びご指導いただいたことに感謝を申し上げる。

長引くコロナ禍の中、家庭や地域や職場の様々な局面で男女共同参画をどのように推

進していくか、ご指導、ご指摘をいただけたと思っている。 

令和４年度になり、先ほど自己紹介させていただいたが、市役所の人事異動で今回

関連する市民部部長及び担当課長も人事異動となった。何卒引き続きよろしくお願い

申し上げたい。 

皆様からいただいた昨年度の提言により、本年度、いよいよ当市においても、男女

共同参画をより推進するための宣言をしたく、後ほど会長に諮問をさせていただく予

定である。 

男女共同参画都市宣言等は、平成 10 年代前後ぐらいに多くの自治体で制定された

と承知している。現在も当然、我が国は世界的にも男女共同参画の推進度が、世界的

に見ると 120 位台ということで、Ｇ７の国の中ではもっとも低い地位に甘んじている

ような状況である。特に政治面等においてや経済等の人事面において、女性の活躍が

まだ世界的なレベルから見ると低いということが言われている。 

基礎自治体として、今後も男女共同参画をより進め、ＳＤＧｓに掲げられているジ

ェンダー平等を地域においても実現していく必要があると思っている。 

加えて、多様な方々を包摂する、オリンピックでもそういったことがひとつの理念

として、多様性の尊重というようなことが言われていた。いかにそうした男女共同参

画を含め、ダイバーシティを推進していくかということが今日的に大きな課題になっ

ている。当市としても宣言について、名称も含めて検討いただくことになるが、皆様

に様々なキーワード等をお考えいただき、最終的には起草文を答申いただきたいと考

えている。大変な１年になると思うが、よろしくお願いしたい。 

併せて、第３次の計画が本年度で終了するため、令和５年度からスタートする、第

４次の計画の答申も同時に進めていただきたい。多大な負担をおかけすることとなる

が、東村山市の男女共同参画施策がさらに前進できるよう、皆様の英知をお借りした

く、心からお願いを申し上げさせていただき、私からの挨拶に代えさせていただく。

本年度もどうぞよろしくお願いしたい。 

 

３．会長挨拶 

 

【会長】 

今、市長から、本審議会に対する期待を明確に述べていただき、感謝申し上げる。 

本審議会では、市の行政評価を毎年行っているが、施策の行政評価だけではなく、

庁舎内のそれぞれの部署の男女共同参画の推進状況についても評価するという、非常

に特色のある提言を行っている。 

それに加え、今年は、計画の策定と宣言の制定がある。審議会の昨年の提言に基づ

いて市長が宣言することを決められた。その宣言に審議会が関わることになる。皆様

どうぞよろしくお願いしたい。 

 

４．諮問 

 



渡部市長より、男女共同参画推進審議会名取会長へ「第３次男女共同参画基本計画

の基本的な考え方について」、「市の男女共同参画のあり方を示す宣言の制定につい

て」を諮問した。 

 

５．議事 

審議事項（１）東村山市第４次男女共同参画計画の策定について 

 

【名取会長】 

（１）の審議事項について、事務局より説明をお願いしたい。 

 

【事務局】 

それでは、説明に移らせていただく。 

まず、全体の流れ、その後、計画策定の方針やポイントについて説明をさせていた

だく。【資料１】計画策定・宣言制定の流れをご覧いただきたい。こちらは、前回も

お示しした、今年度１年間の当審議会での審議の流れである。前回の審議会でいただ

いたご意見を踏まえて、一部修正したものである。表の一番上の段が第４次基本計画

策定の流れ、二段目が「市の男女共同参画のあり方を示す宣言制定の流れ」、三段目

が例年の進捗状況調査の流れになる。修正箇所は宣言制定の流れになるが、詳細は後

ほど、宣言制定に関する説明の際に申し上げたいと思う。計画策定の流れをここで改

めて、簡単に申し上げる。本日が、第１回目の審議会になる。４回目までに答申案に

ついて審議をしていただき、９月に市に答申をする予定である。その後、市では、基

本計画の素案作りに入る。そのほか、夏ごろに市内事業所にワーク・ライフ・バラン

スに関する意識・実態調査を行い、10月には庁内に向けて計画対象事業調査を実施、

１月頃のパブリックコメントを経て、令和５年３月に計画策定の予定である。 

続いて、【資料２】東村山市第４次男女共同参画基本計画策定について をご覧い

ただきたい。まず策定の方針である。現行計画をベースに、上位計画、社会情勢、地

域の課題等を踏まえ構成を見直し、新たな取組も検討する。特に、性の多様性に関す

る取組を追加したいと考えている。検討体制は、当審議会にて検討を重ねるほか、市

の男女共同参画推進庁内会議においても協議や報告を行う予定である。今後の主な流

れは、先ほど表でお示ししたものと同じ内容になる。 

続いて、【資料３】東村山市第４次男女共同参画基本計画改定のポイント をご覧

いただきたい。今回の改定にあたって委員の皆様に参考にしていただく基本計画の位

置付けや、反映させるべき上位計画の改定のポイント等をまとめたものになる。一枚

おめくりいただきたい。まず、計画の位置付けである。「東村山市男女共同参画基本

計画」は、「男女共同参画社会基本法」に規定されている、「市町村男女共同参画計

画」にあたる。策定の根拠として、市は条例を定めている。そして、市の最上位計画

である「東村山市第５次総合計画」や他分野の計画との整合を考慮するとともに、国

の「第５次男女共同参画基本計画」、都の「東京都男女平等参画推進総合計画」を勘

案して策定を進めることとする。市の第４次基本計画には、現行計画と同様に、「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律」と「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律」に基づく計画をそれぞれ一部位置付ける。 

続いて、現行計画の中身を確認する。先ほど、計画の根拠として市は条例を定めて

いると申し上げたが、条例の中で６つの理念を設定している。 

６つの理念を読み上げる。 

① 個人としての人権尊重  



② 性別にとらわれない生き方や活動の選択  

③ 意思決定過程に対等な構成員として参画 

④ 男女がともに家庭生活と社会生活を両立  

⑤ ひとりひとりの生涯にわたる健康の保持  

⑥ 国外、国内との協調 

である。この６つの理念に基づいて、現行計画では、資料の下の部分に記載のとお

りの施策体系とし、このような基本目標を掲げているわけだが、第４次基本計画では

この部分を改めてどのようにしていくのか、今後、皆様のご意見を伺いながら検討を

したいと考えている。 

続いて、次のページ、関連計画の動向の説明に移る。まず、計画の構成から説明さ

せていただく。この表は、「男女共同参画基本計画」「配偶者暴力対策基本計画、い

わゆるＤＶ対策基本計画」「女性活躍推進計画」の、それぞれの内容と根拠法、そし

て、国、都、市がどのような建て付けで計画を策定しているかを表にしたものであ

る。一番下の「市」の行をご覧いただきたい。先ほど説明したとおり、市では、基本

計画の中に、「配偶者暴力対策基本計画」と「女性活躍推進計画」を一部位置付ける

建付けとなっており、第４次基本計画においても、これを踏襲する予定である。それ

ぞれ、国や都の上位計画を踏まえながら、策定を進めていく。 

続いて、国の「第５次男女共同参画基本計画」について説明させていただく。国の

計画は、令和２年１２月に閣議決定され、令和３年から令和７年までの計画期間とな

っている。この計画が改定されたとき、国が社会情勢や課題をどのように見ていたか

を、８つの項目として挙げているため、順番に説明させていただく。 

（１）新型コロナウィルス感染症拡大による影響と「新たな日常」への対応 では、

外出自粛などの影響による暴力や性暴力の増加・深刻化の懸念、テレワークの普及に

よる男性の家事・育児の促進などが挙げられ、（２）人口減少社会の本格化と未婚・

単独世帯の増加 では、女性活躍の推進が女性の経済的自立や自己実現だけでなく、

地域社会における持続可能性の向上につながるとしている。（３）人生 100 年時代の

到来 では、持続可能な働き方を実践し、仕事以外に個人としての多様な活動に参加

し役割を持つよう、働き方・暮らし方の変革が求められ、また、「稼ぐのは男性の役

割」といった無意識の思い込みが根強く存在することから、幼少期から思い込みを存

在させない取組が重要であるとしている。（４）法律・制度の整備（働き方改革等）

と女性の政策・方針決定過程への参画拡大 では、「働き方改革関連法」が成立し、

女性活躍推進法の一部が改正されるなど、女性活躍を推進するための法律・制度が整

備されてきたものの、女性の多くは非正規雇用労働者で、男性との待遇差や貧困の背

景となっていることが指摘され、また、政治分野における女性参画率の低さも課題と

して挙げられている。（５）デジタル化社会への対応（Society5.0） では、多くの

産業・職業が情報技術等に密接にかかわるため、性別を問わず人材育成が急務である

が、日本では理工分野を履修する女性比率や研究職に占める女性比率の低さが課題で

あること、（６）国内外で高まる女性に対する暴力根絶への問題意識 では、世界的

に大規模な社会運動が起こるなど、根絶を求める声が高まっていること、さらに

（７）頻発する大規模災害（女性の視点からの防災） では、ぜい弱な状況にある

人々がより深刻な影響を受けることから、日ごろから地域の女性リーダーの活躍を促

進し、非常時において女性に負担が集中しない配慮が必要となる。最後に、（８）

SDGｓ(ジェンダー平等)の達成に向けた世界的な潮流 では、あらゆる施策にジェン

ダー平等の視点を反映し、一層の取組を進める必要があることを挙げている。この８

つの視点にもとづいて、第２部政策編では、３つの政策領域を１１の個別分野に分け



て、４つ目の「推進体制の整備・強化」とあわせて、それぞれに「成果目標」を設定

している。参考資料１として、この「成果目標」をお配りしている。今後、これらの

数字も見ながら、検討を進めていく。 

国の計画のポイントは以上となり、続いて、東京都の計画について説明させていた

だく。都の男女平等参画推進総合計画は、令和４年から８年までの計画期間となって

いる。社会情勢等を踏まえた基本的考え方から、都は「１．誰もが安心して働き続け

られる社会の仕組みづくり」、「２．根強い固定的性別役割分担意識等の変革」、

「３．男女間のあらゆる暴力の根絶」の３つの視点を導き、この３つの視点で、重点

的に取組を強化、加速するものとしている。具体的な取り組みは、「女性活躍推進計

画」と「配偶者暴力対策基本計画」の中に盛り込み、この二つをあわせて、「東京都

男女平等参画推進総合計画」としている。「女性活躍推進計画」の最後の行には、

「性的少数者への支援」が盛り込まれていることが注目すべき点である。 

続いて、市の総合計画について説明させていただく。「東村山市第５次総合計画」

は、１０年の計画期間を前期と後期に分けており、令和３年度から令和７年度を前期

としている。男女共同参画基本計画に関連する部分のみをこちらに抜粋しているが、

３つの基本目標があり、「基本目標１まちの価値の向上」の中に施策として「９ 起

業・創業・多様な働き方の支援」を掲げ、その方向性として、②働きやすい環境の整

備を挙げている。また、「基本目標３くらしの質の向上」の中に、施策として、「22   

ダイバーシティ・共生社会の実現」、「23 人権・平和意識の醸成」を掲げ、それぞ

れ方向性として、①多様性の理解促進、③女性の活躍支援、①人権啓発の充実（ＤＶ

の早期啓発）を挙げている。関連する法令のほか、これら上位計画との整合も図りな

がら、検討を進めていく。上位計画の説明は以上となる。 

続いて、市民意識調査の結果についてだが、詳細は既に前回の審議会で委託事業者

から説明済みであるため、本日は割愛させていただく。ご用意させていただいた資料

４は、市民意識調査結果のまとめになる。計画に反映させるべき課題・考察を導くた

めの主な結果を本編から抽出してまとめたものである。資料５は、報告書本編から、

最終章の考察・課題整理部分のみを抜粋したものになる。資料４と資料５は、概ね、

項目が対比するような構成となっている。数字と課題の比較がしやすいかと思うの

で、お時間のあるときにお目通しをお願いしたい。 

これらを踏まえ、次回以降、たたき台をお示ししながら委員の皆様のご意見をうか

がい、検討を進めたいと考えている。計画策定に関する説明は以上である。 

 

【会長】 

何か質問や意見はあるか。 

 

 ―――意見なし――― 

 

【会長】 

後ほど、質問の時間を設けるので、何かあればその際にお願いしたい。 

  

審議事項（２）（仮称）男女共同参画都市宣言について 

 

【会長】 

次に、（２）の審議事項について、事務局より説明をお願いしたい。 

 



【事務局】 

【資料６】市の男女共同参画のあり方を示す宣言について をご覧いただきたい。

開催通知を含め、これまで「（仮称）男女共同参画都市宣言」としてきたが、宣言の

名称も含めて検討していくということで、諮問では「市の男女共同参画のあり方を示

す宣言」とさせていただいた。今回以降、諮問に合わせ、表記は「市の男女共同参画

のあり方を示す宣言」とし、簡単に「宣言」と呼ぶこととする。 

前回の説明と重複する部分もあるが、改めて説明させていただく。まず、宣言の方

向性は資料に示したとおり、市の男女共同参画基本計画の集大成として、市の男女共

同参画のあり方を示すものとし、あらゆる人権を意識したものではなく、市がこれま

で培ってきた男女平等の考え方を基本として、そこに、近年重要性が高まりつつある

「性の多様性」に関する考え方を加えて、ジェンダー平等を謳う内容としたいと考え

ている。 

裏面をご覧いただきたい。今回、宣言の制定にあたってはＬＧＢＴ等の当事者の意

見を聞きながら進めたいと考えているが、顔や名前を出したくない場合もあることを

考慮し、会に呼ぶのではなく、事務局が出向いて意見を伺う形式をとりたいと考えて

いる。 

検討のスケジュールに、一部修正があるので、報告させていただく。【資料１】を

あわせてご覧いただきたい。前回の審議会において「宣言制定にあたっては、市民意

見、特に若者の意見を聞くように」とのご意見をいただいたことから、【資料１】上

から２段目、市の男女共同参画のあり方を示す宣言制定の欄に、５月下旬から６月上

旬にかけて若者の意見聴取、10 月下旬から 11 月上旬にかけてパブリックコメントの

実施を追加させていただいた。意見聴取の方法としては、市内中学校でジェンダーに

関する出前授業を実施し、意見をいただくほか、イベントなどに出張して、パネルに

シールを貼ってもらうなどの形での聴取、ＷＥＢアンケートの実施などを想定してい

る。このスケジュールに沿って、今回と次回にかけて、委員の皆さんから宣言の方向

性や盛り込むべきキーワードについてご意見をいただきたいと考えている。 

考えていただく際に参考としていただきたいのが、先ほどの【資料５】東村山市市

民意識調査 調査結果報告書（抜粋）と、【参考資料２】宣言事例、【参考資料３】

市の宣言になる。 

【資料５】はもともと計画策定のための資料だが、市の男女共同参画施策に必要な

視点や考え方が整理されており、計画策定と合わせて、参考にしていただけるのでは

と考えている。 

【参考資料２】は、宣言の事例になる。それぞれの事例について簡単に説明させて

いただく。一つ目が、市の「いのちとこころの人権の森宣言」である。 

 

【会長】 

全て読み上げていただいた方が良いと思う。 

 

【事務局】 

―――東村山市「いのちとこころの人権の森宣言」を読み上げ――― 

平成 21 年に 100 周年を迎えた多磨全生園の豊かな緑と人権の歴史を長く後世に伝

えるため、市が宣言したものである。すでにこの宣言によって、人権を守ることを謳

っているため、今回当審議会で検討を行う宣言では、あくまでジェンダー平等を謳う

ものとしたいと考えている。 

―――小平市「男女共同参画宣言都市こだいら」を読み上げ――― 



小平市が令和４年３月に行ったもので、こちらは、男女共同参画に特化した宣言に

なっている。近年あまり事例がなかった宣言で、事務局も小平市が行っていたことは

つい最近まで把握できていなかった。新しい情報として出している。 

―――国分寺市「すべての人を大切にするまち宣言」を読み上げ――― 

こちらは、すべての人の人権を守るという主旨の宣言になっている。 

―――茨城県「すべての人を大切にするまち宣言」を読み上げ――― 

こちらは、いばらき県がダイバーシティ社会の実現のために行った宣言となってお

り、上部が、県の宣言、内側の四角で囲っている部分に、各自治体や企業が、各々独

自の文言を入れてオリジナルの宣言にできるというものになっている。四角の中も読

ませていただく。 

―――那珂市の追加部分を読み上げ――― 

―――沖縄県「多様性尊重宣言」を読み上げ――― 

最後に、令和３年３月の沖縄県の多様性尊重宣言である。こちらは、性の多様性に

特化した内容になっている。 

―――豊島区「男女共同参画都市宣言」を読み上げ――― 

委員から豊島区の男女共同参画都市宣言の資料をお持ちいただいたため、皆様のお

手元に資料のご用意はないがこちらも紹介させていただいた。平成 14 年２月に豊島

区の区議会で宣言されたものである。男女共同参画に特化した宣言になっている。 

 

今、紹介したような事例を参考にしながら、市の条例の理念の実現に向けた、東村

山市独自の宣言を委員の皆様のご意見を伺いながら考えていきたいと思っている。

【参考資料３】は、市が過去に行った宣言をまとめたものである。市の宣言について

は、昭和 39 年など古いものもすべて載せている。参考に、お目通しをいただければ

と思う。宣言に関する説明は以上になる。委員の皆様の思いや考えを汲み取らせてい

ただきながら進めたいと思うので、どうぞよろしくお願いいたしたい。 

 

【会長】 

先ほど市長から受けた諮問は、宣言の草案を作成するにあたり意見を出してくれと

いうことでよろしいか。 

 

【事務局】 

皆様からぜひ意見をいただいて、いただいた意見をもとに草案という形で最後にま

とめさせていただきたいと思っているのでよろしくお願いいたしたい。 

 

【会長】 

若者にも意見を聞くが、審議会でも意見を出すということでよろしいか。 

 

【事務局】 

おっしゃる通り、お願いしたい。 

 

【会長】 

市長が先ほどおっしゃっていたように、一時期「男女共同参画社会基本法」が

1999 年にでき、当時、国が政策として補助金を出すので宣言都市になろうという取

り組みがあった。当時、私が総理府の男女共同参画室長であったため、全国をその関

係で回っていたことがある。 

これにより、日本全国各地で宣言ができたが、その事業もなくなった。よって、今



は国の補助金がもらえるという話ではないが、全国各地で、独自にどんどん新しい宣

言ができた。「男女共同参画社会基本法」が制定された 1995 年当時は、男女という

形で括られていたが、今、紹介があったように、多様性という視点で、すべての人権

の中に、男性と女性の二択ではないような方々も包み込んだ形の宣言を模索している

自治体も結構出てきていると思う。 

東村山市もそのあたりについては、性別にとらわれない考え方で力を入れているな

という気がする。こちらについて、どのように考えていくのかが重要。 

そして、全生園 100 周年の素晴らしい宣言が紹介されたが、本市は人権について、

しっかりとした考えを持っている。「男女共同参画社会基本法」にも、基本理念の最

初のひとつとして、男女の人権の尊重が明示されているため、人権はとても重要なこ

とである。 

他に意見はいかがか。 

 

【委員】 

今会長が言われたように、人権と性の多様性というところの、昔のような男女とい

う区分けではなくて、状況に合わせたものを作っていくのが良いと思う。 

 

【会長】 

順番に意見をいただいてもよいか。まだ考えが途中であっても結構である。順番に

お願いできたらと思う。 

 

【副会長】 

東村山市は私が現職の校長の時に中学生の暴力・いじめがあった。あの時は私たち

校長も大変だった。毎日のように深夜まで集まり、帰るようだった。この時、「次代

を担う子どもたちに『いのちの大切さ』『人を思いやるこころ』を培うために」（報

告書）を作成した。この報告書の中にも、人権を守ることについての骨子が書かれて

いるはずである。こちらも参考にしたらいかがかかと思う。 

 

【委員】 

他自治体のいくつか例を提示していただいた中で、例えば沖縄や茨城の例は、別の

目的があって非常に特化した宣言を行っている。東村山市が大事にしたいのは、やは

り男女共同参画の社会をどうやって推進していくか、そこが非常に大事だと思う。

「男女」と「性の多様性」の関連で悩むところはあるが、性の多様性だけに特化する

ような宣言にはしていただきたくない。性の多様性も非常に大事な要素の１つである

ので当然一部に含めていただく事は大事だと思うが、どのように男女共同参画社会を

希求していくか、そのような宣言にしていただきたい。 

 

【委員】 

今後のお願いだが、宣言事例で小平市のものを一番直近で宣言されたかと思うが、

もっと他にもあるのではないかと思う。もう少し比較検討できる内容がないかと感じ

た。 

 

【事務局】 

実は事務局でも直近の宣言をインターネットで探してみたが、なかなかこういった

宣言をしている事例がなかった。よって、集められるものを全て用意させていただい

た。もし、皆様の方で、こういうものがあったということがあれば、ぜひいただける



とありがたい。 

 

【会長】 

この宣言は直近でなくても良いと思う。時代を超えていくものであり、そもそも男

女共同参画社会基本法前文で、男女共同参画社会の実現は 21 世紀の最重要課題と謳

われている。私の記憶の限りでは青森市、東久留米市が宣言を行っている。東久留米

市は、２０００年に性的マイノリティの方が宣言文の起草に参加し、一昨年 20 周年

記念をした際にその方も出演してくださった。時代を超えているという話を皆で盛り

上がった。このような例もあるので、少し遡っていただいても良い気がする。 

 

【事務局】 

遡ってということであれば宣言している自治体のリストなどが事務局にあるので、

次回までに用意させていただきたい。 

 

【委員】 

【資料６】の中で、SDGｓについてはテーマがぼやけると書かれているが、先ほど

の豊島区の宣言であった、平和や地球環境の大切さ、地球市民という位置付けなども

少し加味したい。 

 

【委員】 

本日、説明を聞き、保育園の生活と考えたときに、男女平等という観点では、お父

さんが送り迎えをしたり、ひとり親のご家庭も多い。それが女性だけではなく、今は

男性のひとり親もある。共に子育てを保育園がしているところではあるが、男女の性

別による子育ての格差は、保育園としてはあまり感じられない。ただし、一般的には

性別における男女の状況ということはいまだに根強くあると思う。また、宣言をして

いくにあたり、小平の宣言がとてもわかりやすい言葉であると思った。性別や障害に

ついても含まれているが、それが次世代を担っていく子供たち、若い世代の方たちに

わかりやすい。誰にでも平等でわかりやすいことが、宣言を作っていく際に考慮され

るととても良いと感じた。 

 

【会長】 

市民の皆様で共有するにはわかりやすいことがとても大事なことだ。 

 

【委員】 

宣言は全てを網羅したいが、文章を長々書くわけにはいかないので非常に難しい。

基本的なことは書き、また新しいジェンダー平等や、性の多様性についても含めると

よい。文言等、考えなければならないのは難しいが、なるべく全体を網羅したような

宣言になれば良いと思う。 

 

【委員】 

ジェンダー平等が、男女共同の観点であると思うが、市の総合計画の中にも、外国

人や高齢者、障害者等という言葉が入っているように、障害がある方も集えるような

東村山でありたい、あってほしいという気持ちがある。また、近隣市の宣言を見てい

く中でも、他の市からも集えるような、内容、取り組み、宣言になれば良いなと思っ

た。そして、若者の意見聴取する取り組みを入れていただくので、若者にもわかりや

すい言葉で宣言する方が未来永劫的に通ずるものになっていくと思う。 



 

【委員】 

若い人の意見を伺うということだが、男女という前に老若男女と言う。若いから、

年を取っているからということに対しての差別も充分配慮した宣言であってほしいと

思った。 

 

【委員】 

私も同じように、宣言というと重いイメージを持つが、小平市のような、みんなに

わかる、親しみやすい、そんな宣言になると良いと思った。若い方々の意見も入れる

ことがとても重要であると思っている。いろいろな人を包括できるような、そんなイ

メージのものがあると良いと思う。 

 

【会長】 

皆様からは、わかりやすい宣言にしてほしいことや、小平市がとてもわかりやすく

参考になるのではないか等、様々な意見が聞けた。 

 

６．その他 

 

【事務局】 

次回の審議会日程について確認させていただく。６月３日（金）午前１０時から開

催するのでよろしくお願いしたい。会場等、詳しくは追って通知文書を出させていた

だく。お忙しい中とは思うがよろしくお願いしたい。事務局からは以上となる。 

 

【会長】 

ありがとうございます。多少時間があるため、言い残したことなどあればおっしゃ

っていただきたい。 

 

 ―――意見なし――― 

 

それでは、次回は６月３日（金）10時からでお願いしたいと思う。他に連絡事項や

意見がなければ、本日はこれで閉会としたい。進行を事務局へお返しする。 

 

７．閉会 

 

【副市長】 

本日、市長から２件の諮問をさせていただき、今年度は第４次の男女平等参画計画

の策定と男女共同参画の在り方に関する宣言ということで、次回以降、方針骨子案や

草案など審議いただきたいと思う。本日たくさんの情報を資料でお出ししたので、ま

たお読みいただき、疑問点があれば、事務局まで電話でもメールでも問い合わせいた

だきたい。また、古い事例も含めた他市の男女平等参画都市宣言の事例も見たいとい

う宿題もいただいたので、次回出させていただき、また引き続き意見をいただければ

と思う。今年度もよろしくお願いしたい。 

 

【事務局】 

これにて、令和４年度第１回東村山市男女共同参画推進審議会を終了する。 

 


