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東村山市第４次男女共同参画基本計画 
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1. 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第１４条第３項に規定されている市町村男女共同参画計画にあたる。 

2. 東村山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性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」を勘案して策定する。 

3. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の第６条第２項の規定に基づく「市町村推進計画」として一部位置付ける。 

4. 「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」の第２条第３項の規定に基づく「市町村基本計画」として一部位置付け 

  る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

東村山市第 5 次総合計画 

～わたしたちの SDGｓ～ 

東村山市男女共同参画条例  

東村山市第４次男女共同参画基本計画  

個別計画 
【国】第５次男女共同参画基本計画  

(令和３年度～令和７年度) 

【都】東京都男女平等参画推進総合計画  

(令和４年度～令和８年度) 

勘案 

勘案 

男女共同参画社会基本法 

第１４条第１３項に規定する 

 市町村男女共同参画計画  

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律   

第６条第２項に規定する 市町村推進計画  

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   

第２条第３項に規定する 市町村基本計画 

位
置
づ
け 

一
部
位
置
づ
け 

一
部
位
置
づ
け 

男女共同参画社会基本法 
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■ 東村山市の現行計画の状況 

【根拠条例】 

東村山市男女共同参画条例 

↓ 

【６つの基本理念】   （条例に基づいて設定されている。） 

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 

 

【施策体系】 

基本目標 施策の方向性（抜粋） 

Ⅰ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の意識づくり、男性の家庭参

加（家事・育児・介護等）の推進、多様なライフスタイルに応じた子育て・ 

介護支援等の充実 

Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍の推進 
女性の職業生活における活躍支援、あらゆる分野への女性の参画推進、 

庁内における男女共同参画の拡大 

Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

生涯を通じたこころと身体の健康づくりの推進、さまざまな困難を抱える人々 

への支援の充実、配偶者等からの暴力（DV）防止と被害者支援の充 

実、男女共同参画の視点による災害に強いまちづくり 

Ⅳ 人権の尊重と男女平等意識の形成  
人権尊重にたった男女平等・命を貴ぶ意識形成の促進、地域・家庭にお 

ける男女共同参画意識形成の推進 

Ⅴ 推進体制の整備・充実  
ジェンダー統計の活用、各種関係機関等との連携体制の強化、男女共同

参画都市宣言を目指した取組み 

Ⅰ～Ⅴ 情報機能の整備・充実 
男女共同参画に関する情報の収集と提供 
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男女共同参画基本計画＋ＤＶ対策基本計画、女性活躍推進計画への対応 

 男女共同参画基本計画 ＤＶ対策基本計画 女性活躍推進計画 

内容 
男女共同参画を推進していくための施策

の基本的方向や具体的な内容を定める計

画 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備し、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図る

計画 

女性の職業生活における活躍を進める

ための計画 

・市町村女性活躍推進計画  

・事業主行動計画  

根拠法 男女共同参画社会基本法 

配偶者暴力防止法（R1 改正） 

（配偶 者か らの 暴力 の防 止及び 被害 者の 保護 に

関する法律）  

女性活躍推進法（R4.4 改正） 

（女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律）  

国 
第５次男女共同参画基本計画  

（R2.12 策定） 

（10 年間を見越した方針と 5 年間の実施計画）  

基本方針 Ｈ25.12 策定（R2.3 改正） 

（配偶 者か らの 暴力 の防 止及び 被害 者の 保護 等

のための施策に関する基本的な方針）  

基本方針 Ｈ27.9 閣議決定 

（女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本方針）  

都 

東京都女性活躍推進計画＋ 

東京都配偶者暴力対策基本計画＝ 

東京都男女平等参画総合計画  

（男女平等参画を推進する都の総合計画）  

東京都配偶者暴力対策基本計画  

（R4.3 策定） 

東京都女性活躍推進計画 

（R4.3 策定） 

市 

東村山市第３次男女共同参画基本計画 

計画期間：Ｈ29 年度～R４年度 

（市町村配偶者暴力対策基本計画（※））  （市町村女性活躍推進計画（※）） 

 

 

  第４次基本計画 【R5～R9 年度】 

※男女共同参画基本計画の中に包含されるものとして位置づける。  

関連計画の動向 
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■ （国）第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～（R3～R7） 

 

【５次計画の特徴】 
 
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する視点が盛り込まれたこと。新型コロナウイルス感染症は、DV や性暴力、雇用などの

面において、女性により大きな影響を与えており、一方で、これを契機にオンラインの活用が広まるなど、働き方・暮らし方に新たな可能
性ももたらしている。こうした問題意識を踏まえた記載が盛り込まれている。 

 
第１部 基本的な方針 【社会情勢の現状、予想される環境変化及び課題】 

（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 

・外出自粛や休業等による生活不安・ストレスからの暴力や性暴力の増加・深刻化の懸念   

・非正規雇用労働者の影響が大きいことから、女性の雇用、所得に特に影響  

・子育て、介護の負担増加が危惧される  

・仕事ではオンライン活用が急拡大したことで、働く場所や時間の柔軟化を期待。テレワークの

普及は男性の家事・育児を促す機会 

（２）人口減少社会の本格化と未婚・

単独世帯の増加 

・平成 27（2015）年から長期の人口減少過程に突入 

・未婚・単独世帯が増加するなど世帯構成にも大きな変化が生じる 

・女性活躍の推進は、女性の経済的自立や自己実現、地域社会の担い手の確保や、多様な視

点による生産性の向上、持続可能性向上にもつながる 

（３）人生１００年時代の到来 ・長寿社会を迎え、男性の３割弱、女性の５割強が９０歳まで生存し、要支援・要介護の状況に

ある者も女性の方が約 3 年長い 

・今後は女性だけでなく男性も、親、兄弟や配偶者等の介護負担が増える可能性が高まる  

・人生 100 年時代を意識し、経済的自立や自己実現のための仕事（ワーク）と家事・育児・介

護といったケアワークに主体的に関わることが、生涯にわたって自立した生活を維持すること

に役立つ 

・生活（ライフ）と両立する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る 

・日本では「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し、働き方・暮らし

方を変えていくうえで大きな障壁となっている。このことから、幼少期から性別による無意識

の思い込みを生じさせないことが重要  
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（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 

・国の第４次計画策定後、「働き方改革関連法」が成立したほか、女性活躍推進法の一部が改

正され、女性活躍を推進するための法律・制度が整備されてきた 

・女性の就業者数は第１子出産前後、継続する割合は４割前後で推移してきたが近年では 5

割を超えてきた。ただし、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 

・非正規雇用労働者の能力開発やキャリア支援等の待遇改善やいわゆる「男性中心型労働慣

行」長時間労働や転勤等を当然とする働き方を前提とした雇用システムの見直しを進めていく

ことが重要 

・「政治分野における男女共同参画推進法」が成立。衆議院の女性議員比率は 190 か国中

167 位（※１） 

・政策・方針決定過程への女性参画では、その障壁として、立候補や議員活動と家庭生活との

両立が困難なことや人材育成の機会の不足、また候補者や政治家に対するハラスメントの存

在等がある 

（５）デジタル化社会への対応

（Society5.0） 

・これまで人間の行っていた労働や家事は補助・代替されることとなり、生み出された余剰時

間で新たな事業創出  

・多くの産業・職業が情報技術等に密接に関わるため、この分野の人材の獲得競争は世界的に

激化し、性別を問わず、人材育成が急務 

・日本では大学等で理工系分野を専攻する女性の比率や研究者に占める女性の比率が諸外国

と比較して低く、女子学生に対し理工系分野の進学を促し、研究者人口を増やす取り組みが求

められる 

（６）国内外で高まる女性に対する暴

力根絶への問題意識 

・平成２９（２０１７）年度の内閣府の調査では、性暴力被害経験のある女性は１３人に 1 人、配

偶者からの暴力は７人に１人が経験しているなど、深刻な状況  

・世界的にも SNS を中心にセクシュアルハラスメントや性暴力などの性被害の経験を告発す

る大規模な社会運動が起こるなど、女性に対する暴力に関する問題の根深さが改めて浮き彫

りになり、根絶を求める声も高まっている 

・女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて取り組む必要がある 

（７）頻発する大規模災害（女性の視

点からの防災） 

・大規模災害により、脆弱な状況にある人々がより深刻な影響を受ける 

・非常時には、平常時の固定的な性別役割分担意識を反映して、増大する家事・育児・介護等

の家庭責任が女性に集中しがちであり、また、暴力や性被害・性暴力が増加する 

・地域防災計画等の防災施策に男女共同参画の視点導入に取り組んできた 

・地域の防災を担う女性リーダーの活躍を促進し、平常時から防災・復興分野の男女共同参画

を推進し、非常時において女性に負担が集中しないような配慮が必要  
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（８）SDGｓ(ジェンダー平等)の達成

に向けた世界的な潮流  

・男女共同参画社会基本法第７条では、我が国の男女共同参画社会の形成は、国際的協調の

下に行わなければならないとされている 

・平成２７（２０１５）年９月に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGｓ）等に日本も賛同

し、「誰一人取り残さない」社会を目指し、国際社会と一致して取組を進めている 

・ジェンダー平等及びジェンダーの視点をあらゆる施策に反映（ジェンダー主流化）し、政府機

関、民間企業や若者を含めた市民社会など全てのステークホルダーが連携して一層の取組を

進め、ゴール５「ジェンダー平等」を含む SDGｓ全体の達成など、国際的な取組の推進に貢献す

る 

(※１)参考：２０２２年１月時点 衆議院の女性議員比率１９０か国中、153 位 

（※２）参考：２０２１年５月時点 ジェンダー・ギャップ指数（男女較差をはかる指数）151 か国中、120 位 

 

第２部 政策編 

 

 

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大  

第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大  

第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

第3分野 地域における男女共同参画の推進 

   第4分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現  

第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

第6分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備  

   第7分野 生涯を通じた健康支援  

   第8分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備  

第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備  

    第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進  

    第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献  

Ⅳ 推進体制の整備・強化 
     

この視点に基づいて・・・ 
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■ （都）男女平等参画推進総合計画（R4～R8） 

 【都の計画の特徴】 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

目指すべき男女平等参画社会のあり方  

女性も男性も自らの希望に応じて輝ける、だれにとっても住みやすい社会の実現  

 

 基本的考え方  男女平等参画推進に向け、企業の取組を加速させるとともに、家庭・職場などあらゆる場面での意識改革等を促していく  

 

 

 

・女性管理職比率の向上を目指す企業等への支

援やインセンティブ付与 

・正規雇用を目指す女性への支援強化 

・女性の職域拡大・登用促進等を推進 

・柔軟な働き方の普及定着 

・プロスポーツチームや経済団体等多様な主体と

連携した幅広い世代に対する意識改革  

・男性の家事育児参画促進「マインドチェンジプロ

ジェクト」実施 

・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）へ

の取組 

・審議会等委員を「いずれの性も 40％以上」とす

る「クオータ制」導入 

・男女間のあらゆる暴力の根絶 

・被害者支援団体への支援 

・加害者対策への取組 

【第１の柱】 ライフ・ワーク・バランスの実現と働

く場における女性の活躍推進 

【第２の柱】 男女平等参画の推進に向けた

マインドチェンジ 
【第３の柱】 配偶者暴力対策 

改定にあたっての基本的考え方 
 女性活躍推進法や働き方改革関連法など様々な法制度の整備が進む

中、社会の「仕組みづくり」を着実に進めていく必要がある。 
 

 一方で、社会に根強く残る意識が仕組みの十分な活用を妨げており、男
女平等参画をこれまで以上に推進するには、一人一人の更なる意識改革
と理解の促進が不可欠であり、人々の行動変容につながる「意識改革」に
特に重点的に取り組む必要がある。 
 

 加えて、コロナ禍で浮き彫りになった課題等に対応する必要がある。 

 

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  

３つの視点から、重点的に取組を強化、加速  

 

基本的考え方と３つの柱 
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＜女性活躍推進計画＞ ＜配偶者暴力対策基本計画＞ 

ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進  

１ 生活と仕事を両立できる環境づくり 

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進 

（２）雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促進  

（３）女性の就業継続やキャリア形成 

２ 妊娠・出産・子育てに対する支援 

３ 介護に対する支援 

４ 職場や就職活動におけるハラスメントの防止 

５ 起業等を目指す女性に対する支援 

６ 育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援 

７ 生涯を通じた男女の健康支援 

 

男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 

１ 生活と仕事における意識改革 

（１）「働く」の意識改革 

（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革  

（３）男女平等参画に向けた意識改革 

（４）社会制度・慣行の見直し 

２ 教育・学習の充実 

（１）学校での男女平等 

（２）若者のキャリア教育の推進 

（３）多様な学習・研修機会等の提供 

３ あらゆる分野における女性の参画拡大 

（１）政治・行政等分野 

（２）防災・復興分野 

（３）地域活動  

 

多様な人々の安心な暮らしに向けた支援 

１ ひとり親家庭への支援 

２ 高齢者への支援 

３ 若年層への支援 

４ 障害者への支援 

５ 性的少数者への支援 

 

配偶者暴力対策  

１ 暴力を許さない社会形成のための啓発と早期発見  

２ 多様な相談体制の整備 

３ 安全な保護のための体制の整備 

４ 自立生活再建のための総合的な支援体制の整備 

５ 関係機関・団体等の連携の推進 

６ 人材育成の推進 

７ 二次被害防止と適切な苦情対応 

８ 調査研究の推進 

 

男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策 

１ 性暴力被害者に対する支援 

２ ストーカー被害者に対する支援 

３ セクシュアル・ハラスメント等の防止 

４ 性・暴力表現等への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この視点に基づいて・・・ 
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東村山市第５次総合計画 ～わたしたちの SDGｓ～ 
将来像  「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」 

基本目標  １．まちの価値の向上  

２．ひとの活力の向上  

３．くらしの質の向上  

前期基本計画（令和３年度～令和７年度） 

 
基本目標１ 基本目標３ 

まちの価値の向上  くらしの質向上  

施策  ９ 起業・創業・多様な働き方の支援  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  

施策がめざす姿  
ライフスタイルに合った働き方や新たな仕事
へのチャレンジができる 

一人ひとりが社会に包み込まれて、多様な個
性が尊重され、自分らしく生き、活躍している 

一人ひとりが平等に人権を尊重され、自分らしく
生き、活躍している 

具体的なイメージ 

 市内で多くの起業・創業がされている 
 働く意欲を持つ人がライフスタイルに合

った働き方をしている 

 多 様 な市 民 が互 いに個 性 を理 解 しあ
い、尊重している 

 外国人や高齢者、障害者等、だれにと
っても分かりやすい情報発信やコミュニケ
ーションが図られている 

 性別に基づく固定的な役割分担意識に
とらわれず、自分らしい生き方ができ、活
躍している 

 だれもが差別されることがなく、平等に人権
が尊重されて暮らしている 

 一人ひとりが平和の大切さを理解し、自分
らしく生き、活躍している 

5 か年 の施 策 の方向

性  

① 起業・創業への支援  
② 働きやすい環境の整備  
 

① 多様性の理解促進  
② だれもがコミュニケーションしやすい環境の
充実  
③ 女性の活躍支援  

① 人権啓発の充実（DV の早期啓発） 
② 「人権の森」構想の推進  
③ 平和意識の醸成  

 

市の総合計画（基本構想・前期基本計画） 


